
「都」構想 百害あって一利なし

　市大・府大の法人統合議案が、２月23日の
本会議で維新・公明などの賛成多数で可決さ
れました。日本共産党の小川陽太議員が反対
討論をしました。
　市大と府大の法人統合は「二重行政の解
消」を口実に始まりましたが、大学関係者はじ
め、市民・府民の合意のない中で拙速にすす
められました。具体的な新大学の姿は何も示
されないままです。しゃにむに大学統合を押し
すすめたやり方は、絶対に許されません。
　法人統合は、学部再編や定数削減の大学リ

ストラが狙いであり、高等教育を受ける機会が
減ることは市民・府民にとって大きな損失で
す。また、さらなる経費削減が迫られ資金確保
に汲 と々なれば、研究も外部資金獲得競争に
かりたてられます。市大が防衛省の軍事研究
に手を出していることはその典型であり、自由
な学問の発展を阻害することにつながります。
　両大学のかけがえのない歴史と伝統をしっ
かりと引き継ぎ、両大学がそれぞれに公立総
合大学として存続発展していくための支援を
強めることこそが必要です。

　二度目の「大阪都」構想の住民投票は、２年前の住民投票で「都」構
想を否決した市民の審判を踏みにじり、民主主義のルールをふみはず
すものであり、中止すべきだと迫りました。

住民投票は中止を

　「都」構想の特別区は普通の市町村が行っている事務（消防、下水、
都市計画決定、産業振興など）が大阪府に取り上げられ、権限の小さ
な「半人前の自治体」になり、財政的には固定資産税や法人市民税な
ど自主財源すら取り上げられます。今の大阪市の特色ある住民サービ
スが維持できなくなるのは火を見るよりも明らかと批判しました。

特別区は「半人前の自治体」－
市民サービスの維持はできない

　市長と知事は、カジノの面積や入場回数などの規制を厳しくするべき
ではないと言っていますが、規制を緩めることはギャンブル依存症を広
げることになります。カジノは関西一円の人たちが対象で、本来は地域
に回るはずのお金がカジノ事業者に巻き上げられることになります。
　ギャンブル依存症を広げ、大阪経済を大変にするIR・カジノは断念
すべきと迫りました。

カジノを核とする
ＩＲ（統合型リゾート）は断念すべき

代表質問する、せと一正団長（３月１日）

大学統合は許さないと反対討論する小川陽太議員（２月23日）

３月１日、市議会本会議での、せと一正議員の代表質問
の発言要旨を紹介します
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2018年度予算案は
市民の願いに
応えるものに

　昨年10月１日現在で1,335人という待機児童の解消にとっても保育士不足の
問題は深刻です。民間保育所の保育士給与引き上げのため市独自の補助制度
を作り、公立保育所の保育士給与も引き上げ、保育士を確保するよう求める。

保育所待機児童解消へ
保育士確保の独自策を

　一般会計から国保会計への任意繰入れを行い、国保料引き下げをしてきた
が、その分を全廃している。国保の財政運営が府に一本化される来年度以降も
保険料を軽減するための繰入れを行い、料金引き下げの実施を求める。

国民健康保険料の引き下げを

　介護保険料は2018年度から、基準月額で1,169円（17.3%）もの値上げになり
ます。介護保険料を引き下げるために、国の負担割合を増やすよう求めるととも
に、大阪市としても単独繰入れを行い、料金引き下げの実施を求める。

介護保険料も引き下げを

　住吉市民病院は２月末で入院病床が閉鎖されたが、重症心身障害児の入
院・入所、小児の付き添い不要入院は、府市共同住吉母子医療センターで引き
続き実施するべきです。また住吉市民病院跡地は、診療所ではなく、小児・周
産期30床の入院機能を持つ公的病院を設置する計画に改めるよう求める。

住吉市民病院問題は
患者の要望に応えるべき

　二重行政の象徴として市と府の信用保証協会が統合され、制度融資の保証
承諾を受けた市内の事業所は、統合前に比べて大きく減少。中小企業への融資
を円滑化させると言っていたが、現実は、支援の切り捨てが起こり、中小企業支
援が後退しています。市が責任をもって体制を再構築することを求める。

中小企業支援へ
制度融資拡充策を求める

　教材費などの学校徴収金を含む教育費全体の無償化を目指しつつ、まずは
すでに約80市町村で実施している、小中学校の給食費無償化の決断をするよ
う求める。

小中学校の給食費無償化へ決断を

　教育現場で慢性的な教員不足で「一人ひとりのこどもに十分向き合えない」
という状況が生まれています。他都市に類を見ない制度改悪や過度の締め付
け、給与の引き下げなどで教員希望者が大阪市を避け、教員不足に拍車をかけ
ているのは明らかです。このような状況は速やかに改善するよう求める。給与引
き下げも中止するよう求める。

教員不足解消で教育環境の改善を

吉村市長に質問する、せと一正議員（３月１日）
せと一正議員が代表質問で迫る
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