蒼然とした考え方」と蔑む安倍総理に NO を突きつけてきた。
蒼然とした考え方」と蔑む安倍総理に NO を突きつけてきた。
「私たちは、敗戦とともに生まれた平和憲法のも
「私たちは、敗戦とともに生まれた平和憲法のも
とで生まれ育ちました。現憲法を土台とした社会
とで生まれ育ちました。現憲法を土台とした社会
が戦後
71 年も続き、何より、その理念が活動の背
が戦後
71 年も続き、何より、その理念が活動の背
中を押してくれました。
中を押してくれました。
終わりの日は始まりの日とも言えます。SEALDs
終わりの日は始まりの日とも言えます。SEALDs
の起こした行動が次に続けばいいという思いも
の起こした行動が次に続けばいいという思いも
重ねて、8
月 15 日を解散日としました」SEALDs
重ねて、8
月 15 日を解散日としました」SEALDs
のラストメッセージは、最後まで一貫していた。
のラストメッセージは、最後まで一貫していた。
それは「自分の頭で考え、自分の言葉で話し、自
それは「自分の頭で考え、自分の言葉で話し、自
分で行動する」
ということ。彼らが常に繰り返し
分で行動する」
ということ。彼らが常に繰り返し
言い続けてきたことだ。
言い続けてきたことだ。
「私たちが暮らす日本には、まだ、多くの問題が山積しています・解散後も私たちはそれぞれの場
「私たちが暮らす日本には、まだ、多くの問題が山積しています・解散後も私たちはそれぞれの場
所で、この社会に暮らす一人として、責任を引き受け、問題への応答を試みます。社会はすぐには
所で、この社会に暮らす一人として、責任を引き受け、問題への応答を試みます。社会はすぐには
変わりません。私たちは、一進一退を繰り返しながら、地に足をつけてよりよい方向を模索するし
変わりません。私たちは、一進一退を繰り返しながら、地に足をつけてよりよい方向を模索するし
かありません。今日、SEALDs KANSAI は終わります。しかし、「わたし」は、過去に未来に、常に
かありません。今日、SEALDs
KANSAI は終わります。しかし、
「わたし」は、過去に未来に、常に
問われ続けているのです。２０１６年８月１５日
SEALDs KANSAI
問われ続けているのです。２０１６年８月１５日 SEALDs KANSAI

「水より安いコメ」・・・再生産可能な米価を
「水より安いコメ」・・・再生産可能な米価を

今年の夏は、台風が北海道を襲撃し、玉ねぎ・ジャガイモなどの農産物に壊滅的被害をもたらし
今年の夏は、台風が北海道を襲撃し、玉ねぎ・ジャガイモなどの農産物に壊滅的被害をもたらし
た。実りの秋、四日市でも８月お盆過ぎから稲の収穫が始まった。幸い、好天に恵まれて作況は
た。実りの秋、四日市でも８月お盆過ぎから稲の収穫が始まった。幸い、好天に恵まれて作況は
よかったようです。農家の方に「今年の出来は」と聞くとおおむね「良」の返事が返ってきた。
よかったようです。農家の方に「今年の出来は」と聞くとおおむね「良」の返事が返ってきた。
問題は、生産者米価だ。ＪＡみえきたの概算金は、コシヒカリ１等米で、６０キロ、１万２１０
問題は、生産者米価だ。ＪＡみえきたの概算金は、コシヒカリ１等米で、６０キロ、１万２１０
０円で前年比８００円アップしたが「米価暴落」の平成２５年以降、回復していない。稲作は、労
０円で前年比８００円アップしたが「米価暴落」の平成２５年以降、回復していない。稲作は、労
賃も出ないと言われる。再生産可能な生産者米価は、
６０キロ当たり１万５０００円以上が目安と
賃も出ないと言われる。再生産可能な生産者米価は、
６０キロ当たり１万５０００円以上が目安と
言われる。安倍政権は農業改革で所得増大の実現を言うが、
この政権のもとで稲作農家所得は連続
言われる。安倍政権は農業改革で所得増大の実現を言うが、
この政権のもとで稲作農家所得は連続
して減少している。さらにＴＰＰ前提に需給調整責任を放棄し、
米価暴落させた。
「コメ作って 飯
して減少している。
さらにＴＰＰ前提に需給調整責任を放棄し、
米価暴落させた。
「コメ作って 飯
食えぬ」農業にしてはならない。コメは自販機の水５００ｍリットルの半値で約７０円。水より安
食えぬ」農業にしてはならない。コメは自販機の水５００ｍリットルの半値で約７０円。水より安
いコメ。
いコメ。
－表―
－表―

空の青さは ひとつだけ
空の青さは ひとつだけ

「四日市公害と環境未来館」が開設して１年半。
「四日市公害と環境未来館」が開設して１年半。
８月には開館後１０万人目の来館者を迎えました。
８月には開館後１０万人目の来館者を迎えました。
毎年９月に四日市公害犠牲者慰霊祭が行われている。
毎年９月に四日市公害犠牲者慰霊祭が行われている。
今年の慰霊祭には１０４６人の名簿が合祀された。
今年の慰霊祭には１０４６人の名簿が合祀された。
私たちの町に、忘れてならないことのひとつに
私たちの町に、忘れてならないことのひとつに
「四日市公害」があり、次世代に語り継ぐ責務がある。
「四日市公害」があり、次世代に語り継ぐ責務がある。
「空の青さはひとつだけ」と言う本を博物館１Ｆで買いました。
「空の青さはひとつだけ」と言う本を博物館１Ｆで買いました。
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清助の議会レポート
清助の議会レポート

はじめのい～っ歩
はじめのい～っ歩

２０１６年１０月１０日（月）発行
２０１６年１０月１
２０１６年１０月１
２０１６年１０月１０日（月）発行

第５８号
第５８号

四日市市議会議員 日本共産党
四日市市議会議員 日本共産党
住所
四日市市桜町５３７－２
住所
四日市市桜町５３７－２
TEL ０５９－３２６－２２１５
TEL
０５９－３２６－２２１５
ホームページ
http://sekato.jcpweb.net/
ホームページ
http://sekato.jcpweb.net/
Ｅメール watcosmos@cty-net.ne.jp
net.ne.jp
Ｅメール
watcosmos@cty-net.ne.jp
net.ne.jp
今年の夏は、リオ・オリンピック・パラリンピックの開催で日本選手団はもとより世界各国から
今年の夏は、リオ・オリンピック・パラリンピックの開催で日本選手団はもとより世界各国から
の選手が感動と勇気と希望を届けてくれました。
「パラ（Para）
）」はギリシャ語の前置詞で、
「並ん
の選手が感動と勇気と希望を届けてくれました。
「パラ（Para）
）
」はギリシャ語の前置詞で、
「並ん
で立つ」という意味があり、ここでは「対等」という意味を持つ。
意味があり、ここでは「対等」という意味を持つ。４年後は、
４年後は、５５年ぶりの「東京
で立つ」という意味があり、ここでは「対等」という意味を持つ。
意味があり、ここでは「対等」という意味を持つ。４年後は、
４年後は、５５年ぶりの「東京
オリンピック・パラリンピック」ですね。今号は、８月２９日から１０月５日まで開催された８月
ですね。今号は、８月２９日から１０月５日まで開催された８月
オリンピック・パラリンピック」ですね。今号は、８月２９日から１０月５日まで開催された８月
ですね。今号は、８月２９日から１０月５日まで開催された８月
定例月議会での一般質問などお届けします。
定例月議会での一般質問などお届けします。

続・メガソーラー（大規模太陽光発電）
続・メガソーラー（大規模太陽光発電）を問う
を問う
続・メガソーラー（大規模太陽光発電）
続・メガソーラー（大規模太陽光発電）を問う
を問う
９月５日、私は、昨年８月議会と同じタイトルで一般質問を行いました。昨年取り上げた
９月５日、私は、昨年８月議会と同じタイトルで一般質問を行いました。昨年取り上げた、桜町

９月５日、私は、昨年８月議会と同じタイトルで一般質問を行いました。昨年取り上げた
９月５日、私は、昨年８月議会と同じタイトルで一般質問を行いました。昨年取り上げた、桜町
地内に事業計画されている「四日市ソーラー事業」について、
地内に事業計画されている「四日市ソーラー事業」について、市長は事業者の環境影響評価
事業者の環境影響評価「方法
地内に事業計画されている「四日市ソーラー事業」について、
地内に事業計画されている「四日市ソーラー事業」について、市長は事業者の環境影響評価
事業者の環境影響評価「方法
書」に対し「この事業が里山の保全活動のモデルになることを期待する」という意見書を事業者と
「この事業が里山の保全活動のモデルになることを期待する」という意見書を事業者と
書」に対し「この事業が里山の保全活動のモデルになることを期待する」という意見書を事業者と
「この事業が里山の保全活動のモデルになることを期待する」という意見書を事業者と
三重県に提出しているが、本年７月提出された
本年７月提出された「準備書」に対する９月１３
１３日付けの市長意見書に
三重県に提出しているが、本年７月提出された
本年７月提出された「準備書」に対する９月１３
１３日付けの市長意見書に
は「里山保全活動のモデル事業になることを期待する」との文言がないが、メガソーラーに対する
は「里山保全活動のモデル事業になることを期待する」との文言がないが、メガソーラーに対する
市の認識が変わったのか？と問いました。
認識が変わったのか？と問いました。
市の認識が変わったのか？と問いました。
認識が変わったのか？と問いました。

里山を太陽光パネルで埋め尽くすのか
太陽光パネルで埋め尽くすのか
里山を太陽光パネルで埋め尽くすのか
太陽光パネルで埋め尽くすのか
事業予定地は矢合川上流域にあり、
事業予定地は矢合川上流域にあり、同地域は、四日市市内でも貴重な自然
は、四日市市内でも貴重な自然生物資源が残るところ

事業予定地は矢合川上流域にあり、
事業予定地は矢合川上流域にあり、同地域は、四日市市内でも貴重な自然
は、四日市市内でも貴重な自然生物資源が残るところ
です。市民・研究者の調査で絶滅危惧種の「ホトケドジョウ」や準絶滅危惧種「ムカシヤンマ」な
絶滅危惧種の「ホトケドジョウ」や準絶滅危惧種「ムカシヤンマ」な
です。市民・研究者の調査で絶滅危惧種の「ホトケドジョウ」や準絶滅危惧種「ムカシヤンマ」な
絶滅危惧種の「ホトケドジョウ」や準絶滅危惧種「ムカシヤンマ」な
どの生息が確認されており、事業着手によって、
希少な生物が壊滅するのでは
壊滅するのではと危惧されています。
どの生息が確認されており、事業着手によって、希少な生物が壊滅するのでは
壊滅するのではと危惧されています。

自然と共生してこそ 再生エネルギー
自然と共生してこそ
再生エネルギー
今回の質問では、昨年の質問後に浮上した、
今回の質問では、昨年の質問後に浮上した、山田町

今回の質問では、昨年の質問後に浮上した、
今回の質問では、昨年の質問後に浮上した、山田町
・小林町・波木町にまたがる「足見川メガソーラー事業
町にまたがる「足見川メガソーラー事業
・小林町・波木町にまたがる「足見川メガソーラー事業
町にまたがる「足見川メガソーラー事業
計画」に言及し、四日市の地域資源、環境基本条例の理念
四日市の地域資源、環境基本条例の理念
計画」に言及し、四日市の地域資源、環境基本条例の理念
四日市の地域資源、環境基本条例の理念
と施策にもとづく市の姿勢を問いました。足見
と施策にもとづく市の姿勢を問いました。足見川メガソー
四郷高校
高花平
と施策にもとづく市の姿勢を問いました。足見
と施策にもとづく市の姿勢を問いました。足見川メガソー
ラー事業の計画面積は桜地区の１．４倍、
１．４倍、９５ヘクタール、
－地図―
ラー事業の計画面積は桜地区の１．４倍、
１．４倍、９５ヘクタール、
－地図―
そのうち７４ヘクタールを改変して
そのうち７４ヘクタールを改変してソーラーパネル２３万
そのうち７４ヘクタールを改変して
そのうち７４ヘクタールを改変してソーラーパネル２３万
７０００枚を設置するという全国でも有数の
を設置するという全国でも有数の大規模太陽光
７０００枚を設置するという全国でも有数の
を設置するという全国でも有数の大規模太陽光
発電設備になります。面積でいえば、
になります。面積でいえば、
「
「新国立競技場」が
発電設備になります。面積でいえば、
になります。面積でいえば、
「
「新国立競技場」が
ゆうに９個入る面積です。日本野鳥の会三重や市民グループ
日本野鳥の会三重や市民グループ
ゆうに９個入る面積です。日本野鳥の会三重や市民グループ
日本野鳥の会三重や市民グループ
が市長・知事に中止を求める要望書を提出し
要望書を提出しました。
山田町
が市長・知事に中止を求める要望書を提出し
要望書を提出しました。
当該事業の許認可権を持つ三重県は、
環境
環境影響評価や市長意見等をもとに
をもとに１０月中旬に事業者に
当該事業の許認可権を持つ三重県は、
環境
環境影響評価や市長意見等をもとに
をもとに１０月中旬に事業者に
対する知事意見書が発出される予定です。
される予定です。
対する知事意見書が発出される予定です。
される予定です。
－１－

本年５月「電気事業者による再生エネルギーに関する特措法」の一部改正により、太陽光発電
には、感電被害などを防止するため、出力２０キロワット以上の箇所には事業者名などを記載し
た標識の設置が来年４月から義務付けられることになりました。

続・国民健康保険 問われる自治体の対応
市民の５人に一人が加入する四日市市国民健康保険。
７４歳までの自営・無職等の方、及びその家族が被保
険者で６万７０００人。加入世帯の５７％が所得１００
万円以下。保険料は、所得割・均等割り・平等割の料率
で算定されているが、保険料の負担率は、協会健保など
と比べて２～３倍も重い。事業者負担がないからです。
「払いたくても払えない」状況は、保険料滞納世帯の
７０％を所得１００万円以下の世帯が占めていることから
も明らかになっています。

－グラフー

負担の重さ 限界を超えている
収入の１か月分以上が保険料負担となっているのです。国は、全国の市町村単位の国民健康保険
を広域化する法改正を行いました。平成３０年度から三重県広域化がスタートします。
私は質問の中で、三重県広域化されても、窓口は四日市市であり、保険料を決めるのは市であるこ
とに変わりはないか、確認しました。

国保に冷たい四日市市
同時に、国 保は社会保障として、社会原理と保険原理で成り立つ制度であり、市が国保会計へ一
般会計からの繰り入れをせめて同格市水準に引き上げることを求めました。同格市の一般会計から
のその他繰り入れ額平均は加入者一人当たり約８０００円であるのに対し、四日市市は約１０００
円の繰り入れでしかありません。県下で財政力一番の市だが「国保に冷たい四日市市だ」と指摘し
ました。
保険料は応能負担を原則とすべきことは言うまでもありませんが、「均等割り」は子どもにも賦
課されます。子どもに保険料を賦課している公的保険は「国保」だけです。私は昨年もせめて１５
歳未満の子どもの均等割りを減免・軽減することは市の裁量でできる、必要な源資は５０００万円
と提起しましたが、答弁は「難しい」「できない」の繰り返し。
国保の基金は、流行性の病気が発生した場合等の際、医療給付費の急増に備えるものとされていま
すが、四日市市の規模でいえば、厚生労働省の指針でも１０億円だが、市の国保基金高は３５億円
にも上る。被保険者のくらしに寄り添う自治体の対応が求められている、と指摘しました。

新図書館基本計画の検討に市民・利用者の参画を
現在、市では新図書館の建設に向けて動き出しています。私は、前号で「中心市街地活性化方策
検討会議」の報告を受けて、市が新図書館の立地場所を市役所東隣とする方針を決定したことを書
きました。
私は８月３１日に開催された第１回中心市街地拠点施設整備基本計画策定委員会を傍聴して、
「なぜ 図書館の「と」の字もない検討会議なのか、なぜ新図書館基本計画検討会としないのか、
違和感がある」とブログに書きました。
－2－

市民からメールで、「中心市街地活性化と新図書館建設を強引に結び付けようとしている動きに
危機感を抱く」
「図書館は市民全体の財産です」
「新図書館に関する意見箱の設置をお願いしたが却
下された」
「現在の図書館利用者さえ新図書館の検討について知らない状況です」など届きました。
行政は、「検討会」で内容が固まってから「決まりました」の報告ではなく検討プロセスから利
用者・市民の声を聴いてほしいと言うのは当然だと思います。
公立図書館を巡っては各地で市民運動も取り組まれています。専門家だけでなく市民の疑問・要
望にきちんと対応する検討を求めるとともに、市民の声を市・教育委員会、議会にあげて、意見の
キャッチボールが大切だと思います。
図書館は、このまち四日市の文化のバロメーター、シンボルでもあるが「造る」のが目的ではなく、
「創造力の場、知と安らぎの場、民主主義の砦」として、市民誰もが利用でき、運営され次世代に
つなげる共有の財産で、中心市街地の集客・活性化のためにあるのではないはずだ。

あすなろう鉄道の走りっぷり
「内部・八王子線」が公有民営方式の「あすなろう鉄道」で昨年
４月スタートして１年半が経過しました。昨年１年間の収支決算は
約５０００万円の黒字になったとはいえ、肝心の利用者は運賃値上
げもあって、特に高校生の通学定期利用が減っています。
一方で、沿線住民や高校生らが駅の清掃・美化ボランテイア活動
が広がっていることは長く親しまれたローカル鉄道を残したいと
いう市民の応援活動でもある。
新車両のデザインには四日市工業高校生の提案が採用されまし
た。また、鉄道友の会選定「ローレル賞」を受賞。日本に３路線し
かない特殊狭軌鉄道です。
８月２８日、四日市南高校で「あすなろう鉄道応援議員連盟」の企画で市民の集いが開催されま
した。私も、西日野線に乗って、４６年ぶりに同高校へ通じる懐かしい「階段」を登って会場へ。
オープニングでは、全国の高校でも屈指の同校「筝曲部」の演奏・紹介がありました。
市民・高校生１００人が参加し、グループに分かれて「あすなろう鉄道の明日を考える」ワーク
ショップが行われました。「利用を増やすには」「家族割引があったらいいな」「ポイント制はどう
か」「高齢者パスも」・・・などいろんなアイデアが出されました。

これからの地域公共交通を考える
１０年後には「リニア新幹線」の開業、名古屋―東京間が４０分だという。昔「狭い日本そんな
に急いでどこへ行く」と言うのがあったが、遠くへ行くのは便利になっても、毎日のくらしで市内
の移動が不便では困ります。現在、市では民間交通のバス廃線を税金投入で運営委託しています。
３路線には、年間４６００万円の委託費、ＮＰＯが運営する路線に５００万円／年、そして、この
２年間、社会実験バス２路線（桜・水沢と内部）に約６６０万円投入しています。社会実験の実施・
分析検証から高齢化する地域の公共交通のありかた、めざすことが見えてきたのか問われてる。

SEALDs が残したもの
約 15 ヶ月の活動期間を終え、自由と民主主義のための学生緊急行動「SEALDs」が８月解散した。
SEALDs が発足したのは、2015 年 5 月 3 日の憲法記念日。デモでは「憲法まもれ」、「解釈改憲絶対
反対」、
「憲法知らない総理はいらない」といったシュプレヒコールをあげ続け、立憲主義を「古色
－3－

