おさなみひろくに

週刊

週刊新社会号外 1923 号 新社会党へのご連絡は長南博邦 ℡ 7125-2627 E-mail hiro-osanami@tbf.t-com.ne.jp 第三種郵便物認可

新社会

6 月18 日

2019 年号外
野田市 版

振替 00140-0-149727 １ヵ月 600 円〒 164 円 １部 150 円〒 41 円

http://www.sinsyakai.or.jp/
E-mail/honbu@sinsyakai.or.jp
Tel.03-6380-9960 Fax.03-6380-9963

発行所 : 新社会党

〒 101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-10 三辰工業ビル３F

俺なんかましなほうだと
自己欺瞞

陶酔

素直に喜べない介護保険料低所得者対策
財源は低所得者ほど負担率が重い消費税
6 月議会が始まった初日、介護

所得金額が 120 万円を 表 1 これからの議会日程

保険の低所得者対策関係議案 3 件

越える市民までが該当す

が賛成多数で可決された。すでに

る。年額で次のように変

読者のお手元に今年度の国民健康

わる。

保険料や介護保険料のお知らせが

第 1 段階 28,000 円

届いているだろうが、その通知発

→ 23,400 円

送に間に合わせるために議会初日

第 2 段階 37,400 円
→ 29,600 円

に先議された。
今回引き下げられたのは第 1 号

第 3 段階 43,600 円

被保険者（65 歳以上）の介護保

→ 42,000 円

期日

開議予
定時刻

17 日・月
18 日・火
19 日・水

10 時

会議
予定

本会議 一般質問

環境経済
総務
文教福祉
21 日・金
上記終了後
建設
本会議
26 日・水
10 時
閉会
20 日・木

主な会議内容

10 時
13 時
10 時

常任委員会
議案等の審査
委員長報告、質
疑、討論、採決

険料第 1 段階から第 3 段階に当た

ただし、この財源は 10 月から

の財源が逆進性があり、低所得者

る市民。本人と家族全員が非課税

10％に上げられる消費税である

ほど負担割合が増える消費税であ

で、課税年金収入とその他の合計

ため、低所得者対策は重要だがそ

ることに問題があるとして共産党
が反対。消費税が上がるのは反対

副議長 1 年交代いつやめる
清政会の議会人事支配の汚点
議長は 2 年任期だが副議長は相
変わらず 1 年交代。

だが、介護保険料の軽減につなが
るので賛成する（市民ネットワー
ク）との討論をそれぞれ総務委員

とになる。共産党などの奮起を促

会で行った。他の会派は本会議も

したい。

含めて討論せず賛成した。なぜ賛

なお、古橋議員が副議長になっ

成なのか、反対なのかはきちんと

たため、副議長選挙が行われた。 たため、議会運営委員に欠員がで

表明すべきが議員ではなかろう

選挙の結果、古橋敏夫議員が 24

き、山口議員が就任した。これは

か。

票を得て当選した。白票は 4 となっ

もともと清政会枠だが、総務委員

この議案 7 号介護保険料の軽減

ているので、これまで勝てないま

長も同じ配置となった。人事は

措置に関わる第 12 号議案一般会

でも清政会支配に抗する候補者が

清政会が圧倒している証左だが、 計補正予算第 3 号と議案第 13 号

出ていたが、今回は出なかったこ

もっと他会派に開かれるべきだ。

今回も山口克己副議長が辞職し

介護保険特別会計補正予算（第 1
号）も共産党を除く賛成多数で可

ベネズエラの真実は

情報があふれているが、いったい

ベネズエラをふたたび自らの支

方には絶好の集会がある。

決された。

どうなっているのかと思っている
タワー（JR 御茶ノ水駅下車）で開

配が及ぶ国にしようと米国が仕掛

「ベネズエラを知る集い」が 7 月

かれる。講師は元共同通信記者の

け、混乱している同国。一方的な

7 日、
13 時から明治大学リバティー

井高浩明さん。資料代は 800 円。

おさなみ前議員のホームページは http://osanami.web.fc2.com/ Face Book は https://www.facebook.com/hirokuni.osanami
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一般質問は 15 名
もっと一般質問を活用すべき
議会で一般質問が始まってい

会を例に取ると 17 名だっ

る。 表 2 に 示 す と お り 15 名、3

た。流山市議会（同 28）も

月議会は 16 名だった。今回は民

20 日開会なので人数は未定

主連合が全員行うが、公明党は 1

だが、3 月議会では 20 名が

名、清政会も 3 名にとどまった。

行っている。

近隣市議会はどうか。柏市議会

一般質問は市政の課題把

（定数 36）は 19 名、我孫子市議

握や政策研究、もちろん市

会（同 24）は 12 名、松戸市議会

民の声をどれだけ聞いてい

（同 44）
は 35 名。鎌ヶ谷市議会
（同

るのかがわかる場。もっと

24）は 13 日に開会したばかりで

もっと議員はせっかくの機

まだ公表されていないが、3 月議

会を使うべきだ。
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表 2 一般質問順位表
日程 開議 順位
議員名
1 木名瀬宣人
2 西村福也
17 日 1 0
3 石原義雄
（月）時
4 星野幸治
5 小室美枝子
6 栗原基起
7 谷口早苗
18 日 1 0
8 池田利秋
（火）時
9 濱田勇次
10 小倉良夫
11 長 勝則
19 日 1 0 12 中村裕介
13 滝本恵一
（水）時
14 織田真理
15 小椋直樹

ついに年金破綻が明らかに
国民主権なら政権交代を迫ろう

会派名
政清会
公明党
民主連合
日本共産党
市民ネット
新しい風
無所属の会
地域クラブ
政清会
民主連合
日本共産党
政清会
民主連合
日本共産党
民主連合

ない。かつての議員年金破綻が良
い例だ。自治体合併で議員数を激
減させれば制度が破綻するのは当

日本は国民主権、民主主義の国

も隠して参院選を乗り切ろうとし

たり前。少子高齢化現象の極端な

なのかと重大な疑問を抱かせる事

ている。賃金や物価が上がっても

事例だ。負担させるだけさせて最

態が安倍政権で連続して発生して

マクロ経済スライドで年金の伸び

後は一時金で受け取りたければと

いる。

は抑えられる。今年の上昇は 0.1％

自分（行政負担分を除く）の積立

に過ぎない。

額の 80％にしてしまった。それも

最近の金融庁の報告書で老後は
年金だけでは暮らせない、夫婦 2

政府は年金に責任をとろうとし

人で 95 歳まで生きることを前提

黙っていれば 60％台であった。

都合の悪い真実を隠すうちに衰退途上国に

とすると 2 千万円不足するから、
資金運用による自助努力が必要と

イラク派遣の自衛隊日報隠しは

こうして都合の悪い真実を隠し

提言を行った。生活費が月に 25

自衛隊派遣の前提が崩れていたた

続けるうちに、日本は衰退途上国

万円余かかるので年金 20 万円余

め起こった。森友・加計学園への

になってしまった。消費税を 5％

では月 5 万円不足するという試算

制度運用や補助金（税金）での便

にした 97 年を境に、日本の経済

結果に基づくものだ。

宜供与はまだ解明されていない。 力は急落し、2018 年の経済成長

この年金額は現在ではそんなに

沖縄県民が何度となく辺野古に基

率は世界 166 位、競争力は世界

悪くなく、それに達しない世帯は

地はいらないと民意を示しても工

30 位。男女平等は 110 位、報道

多い。いずれにしても年金で食っ

事を加速する。今国会でもいろん

の自由度は 67 位、幸福度ランキ

ていけないことは誰もがうすうす

なことが起こっているが、それら

ング 58 位・・・。

感じていたが、老後生活は年金で

を国民の代わりに追及する予算委

米朝経済戦争や原油高で経済が

暮らせるとの政府の建前を政府の

員会は結局開こうとしない。憲法

より悪化しようとしている現在、

一角が崩してしまった。その結果

で保障された臨時国会開催要求を

消費税を 10％にしたら日本経済、

麻生財務・金融担当大臣を先頭に

放置する、東京新聞記者が官房長

いや庶民の家計に対する破壊度は

目を疑う言動を繰り返している。

官記者会見で事件の解明のための

超絶級だ。それもわからん安倍政

質問を繰り返すと排除される。

権は国を愛するなら勇退すべき。

本来 6 月に発表する年金再計算
長

南

ひろくに

行政・労働などの相談はおさなみ博邦前議員まで 090-2639-8002 メール hiro-osanami@tbf.t-com.ne.jp

