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■ 発行にあたって

愛知県知事選挙が2019年１月中旬から２月最初にかけて行われる予定です。革新

県政の会は、市民と野党の共闘をさらに発展させ、この力で知事選をたたかおうと、

政策立案と候補者検討作業を開始しました。

｢会｣は、２月７日の『県知事選１年前 2.7集会』(団体・地域代表者会議)で、

県政についての講演と各団体・地域からの報告をもとに学習・交流を深めました。

そして、各団体・地域の取り組みを促進するため、この集会の内容をパンフレット

（学習・討議資料）にまとめました。積極的な活用をお願いします。

さらに多くの皆さんが合意できる政策を練り上げるために、各団体・分野・地域

で起きている問題、暮らしの実態を｢会」までお寄せください。可能なものから学

習・討議資料にまとめていきたいと思います。

大企業奉仕・軍事支援に熱中の大村県政をストップし、県民生活を守る県政への

転換をめざして、職場・分野・地域から運動を前進させていきましょう。

２０１８年４月

革新県政の会代表常任幹事会



愛知県は東京都に次いで全国第２位の

財政力指数です。県はみずから「愛知は

全国屈指の税収基盤がある」と言い、そ

の一方で「依然として厳しい財政状況」

と言っています。そして行革大綱によっ

て徹底した事務事業の見直しが必要だと

主張しています。どうしてこうなるのか。

トヨタなど大企業向けの事業をやらなけ

ればならない。だから、お金はいっぱい

あるけれども借金がどんどん膨らんでい

るということで、お金がないと言ってい

るのです。

大村県政はどこに力を入れているのか。

中身は大企業への投資、安倍暴走政治の

後押しです。「平成29年における重点施

策」では、日本一元気な愛知が東京一極

集中を打破するということで、いろんな

事業を展開しています。予算上で11本く

らいの柱立てですが、お金がいっぱい使

われているのは２本の柱です。

一つは、「中京大都市圏」。リニアを

中心とした開発、あいち航空ミュージア

ム、愛知県国際展示場、ＩＲ(カジノを含

むリゾート施設)誘致、中部空港２本目滑

走路、設楽ダム――こういうふうに、お

金をバンバンつぎ込んでいます。設楽ダ

ムの計画は40年以上も前につくられまし

たが、この間、果たして生活がなりたた

なかったのか。ただ住民の中には、もう

移転が済んでしまって、あきらめムード

もありますが、実際には必要がない事業

に多額の税金がつぎ込まれている。

結局、大村県政の予算は〝愛知版アベ

ノミクス〟に他なりません。大村秀章知

事は2015年知事選挙で、公約に〝リニア

(ＪＲ東海)、ジェット(三菱重工)、ＦＣ

Ｖ(トヨタ自動車)〟を掲げましたが、そ

の通りのことが予算上も確認できます。

二つ目は「産業首都愛知」。ここでも

ロボット、ＦＣＶ(燃料電池自動車)普及、

企業立地。トヨタの研究コースが一部完

成してトヨタに受け渡されます。ＩＲ構

想と一体の国際展示場の方も動いていま

す。本当にこんな税金の使い方で良いの

かと思うようなことが起きています。

大村県政のもう一つの特徴は、海外で

戦争する国づくりに積極的に加担・協力

し、安倍暴走政治を後押しする役割を果

たしていることです。軍需産業では、こ

れまで武器をつくらない、輸出しないな

どの原則がありました。それが安倍首相

のもとで方向転換し、武器を輸出する動

きが強くなっています。

憲法を変える動きとあわせて、港湾や

空港の軍事的利用の動きが強まっていま

す。名古屋港では、軍事演習の際に米軍

艦で軍の装備品の荷揚げをおこなってお

り、2016年８月に荷揚げを行った時には、

平和委員会や地域労連のみなさんが抗議

行動をやりました。三河港（豊橋港と蒲
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〝愛知版アベノミクス〟

講 演

長坂圭造さん（自治労連愛知県本部委員長）

大村県政は大企業奉仕、軍事支援に熱中

憲法を暮らしに生かす県政をつくろう

戦争する国づくりに協力



郡港）には2016年、17年と自衛艦が入港

しています。それから三菱重工の小牧南

工場では、ステルス戦闘機Ｆ35の組み立

てを行い、すでに２機が完成して飛び立っ

ていきました。国はＦ35のアジアにおけ

る整備拠点に指定しましたが、県はこれ

を後押ししています。小牧基地所属の空

中給油機の派遣など、県営名古屋空港が

戦争の拠点になるような動きも強まって

います。県立高校では97％の学校で自衛

官募集のポスターが掲示され、自衛隊へ

の体験入隊、自衛隊での職業訓練もやら

れています。

大村知事の姿勢を、彼の発言から検証

したいと思います。今年の年頭の記者会

見では、愛知総合工科高校の民営化、公

道での自動運転の実証実験、あいち航空

ミュージアムのオープンなど〝日本初、

全国に先駆けてのチャレンジ〟をしたな

どと述べました。しかし、県民の暮らし

を守る県政の役割に触れるところがあり

ません。東三河についても、東三河県庁

なるものをつくりましたが、いろんな手

続きが県庁に行かないとできず、「県庁

に聞いてみないとわかりません」という

東三河県庁です。この発言からも、知事

の姿勢がわかります。

肝心の県民の暮らしを守る分野はどう

なのか。第六次行革大綱で、県は職員定

数を、教員、警察官を除いて、平成10年

から16年間かけて4000人ほど減らしまし

た。公の施設は廃止・民営化していく。

平成10年４月時点で直営が153施設ありま

したが、平成31年度末には72と半減です。

県の役割を放棄しつつあります。たとえ

ば県内11の勤労福祉会館はすべて廃止。

住民にとってはなくてはならない施設な

ので、市に移管し、市が財政負担をして

います。一宮市の県立循環器呼吸器セン

ターは、存続を求める市民運動が行われ

ましたが、これを無視して2010年９月末

に閉院しています。

愛知県の税金の使い方を、全都道府県

との比較で見たいと思います。人口比で

教育費は45位。公立小学校の１人あたり

の費用は44位、教員１人あたりの児童数

は44～45位です。保育士１人あたりの児

童数は47位、図書館は人口比で46位、青

少年教育施設も45位です。医師も病床数

も少ない。救急自動車数は43位です。

県民の３分の１が加入する国民健康保

険の県の補助は、1997年に28億円あった

のが、2010年には1.7億円、そして2014年

度で廃止されました。知事が廃止したと

きの理由ですが「１人あたりでは24円し

かなく、効果がない」。来年度から県が

国保の運営主体になるなかで、県民の負

担を軽減する運動をすすめる必要があり

ます。一方で、共産党が県議会の中に議

席を回復したことで、県民の願いが実現

する成果も生まれています。

革新県政の会が望む県政は何でしょう

か。豊かな財政力を持つ愛知であれば、

「憲法を暮らしにいかし、県民のいのち

とくらしを守り、地域経済を発展させる」

ことが可能です。今の県政を切り替える

必要があります。私の見解で言えば、①

大規模な開発ではなく、県民の暮らしの

実態、状況に耳を傾け、医療・福祉・教

育を大事にする、②大企業だけ生き残る

のではなく中小零細企業、事業者、農林

水産業など、県内のさまざまな力を活か

した経済政策を展開する、③自然、歴史、

文化を守る、④憲法９条を持つ国の自治

4

県民生活は眼中になし

教育も福祉も全国最低レベル

豊かな財政力で県民生活守ろう



体として、平和県政を実現し、非核・平

和を世界に発信する、⑤働く者が元気な

職場づくり、自治体運営をすすめる――

こういう、県民が合意できるものをもっ

と押し出していくことが必要です。

県知事選挙は１年後にせまっています。

愛知県での野党共闘をめざすことが重要

です。愛知県政に対するたたかいは、国

保の問題、平和の問題など各分野で展開

されています。県民生活を守る県政への

転換をめざして、地域・職場から運動を

すすめていきましょう。

いま名古屋空港（県営名古屋飛行場）

には、航空自衛隊小牧基地と三菱重工小

牧南工場があります。小牧基地には、空

中給油と空輸ができる部隊があります。

三菱重工では、以前はＦ15戦闘機などを

組み立てていましたが、今は修理・点検

をしています。Ｆ２戦闘機の修理・点検

もしています。昨年は米軍のオスプレイ

が名古屋空港に来ています。大型の輸送

機も来ています。沖縄の普天間基地や横

田基地、厚木基地のヘリコプターなども

給油のために定期的に名古屋空港を利用

しています。

いまＦ35戦闘機を、航空自衛隊向けに

組み立てています。昨年６月13日に初飛

行しました。通常なら、飛行機は滑走路

の上を試験的に走りますが、この時はア

メリカの下請けの関係なのか、いきなり

飛び立ちました。１号機がアメリカに飛

んでいきました。この時に、アメリカ空

軍のマークをつけて飛んでいきました。

こんなことがあるのか。これは自衛隊の

飛行機なんです。

この名古屋空港を、政府はディージョ

ナル・デポ＝整備拠点として、アメリカ

のＦ35戦闘機、そしてまた韓国や太平洋

地域に配備されるＦ35の修理を、この名

古屋空港で今年からやろうとしています。

Ｆ35ステルス戦闘機は、情報も部品もす

べてアメリカが握っています。結局、日

本の大企業がアメリカの軍需産業の下請

けになり、そしてアメリカ軍のコストを

ダウンし、アメリカ軍の戦闘能力を高め

るために整備の拠点を名古屋空港につく

るということです。三菱重工で受け入れ

る軍機が紛争や戦争に参戦している場合、

後方支援拠点として攻撃やテロの対象と

なる可能性があり、県民の平和的生存権

が守れません。

日本にはすでに、米軍岩国基地にＦ35

Ｂという、自衛隊とはまた違う形のＦ35

が配備されています。昨年８月に韓国に

むけてＢ１という爆撃機を護衛するため

にＦ35が行っていますし、また別の時に

は自衛隊のＦ２戦闘機とＦ35がＢ１爆撃

機の護衛をして、北朝鮮に向けて飛んで

いく訓練がやられています。

先日、アメリカが核態勢の見直しを打

ち出しました。一番重要なのは、使いや

すい核兵器、いつでも使えるぞというか

たちで、核兵器を新たに配備するという

ことです。その一つの核兵器にＢ61-12と
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横江英樹さん（愛知県原水協事務局長）

名古屋空港での
Ｆ35の修理点検

核爆弾を搭載できる米軍機を

｢平和愛知宣言｣の趣旨に反する



いう核爆弾がありますが、Ｆ35にはこれ

を搭載できます。米軍岩国基地に配備さ

れているＦ35の部隊マークには、核兵器

が描かれています。こういったものを、

名古屋空港にある三菱重工で修理・点検

をする。

核爆弾搭載可能なアメリカ軍のＦ35は、

「平和愛知県宣言」「名古屋市平和都市

宣言」の趣旨からも相容れない戦闘機で

す。かつて愛知県、名古屋市はアジア太

平洋戦争時、一大軍需産業の拠点でした。

そのために空襲に遭い、多くの県民が犠

牲になりました。今回も同じように犠牲

者を生むことも考えられ、県民の安心安

全を守る立場からも、軍需産業から平和

産業に転換を求めていくことが必要です。

そのために革新県政の会の力が必要だし、

皆さん方が取り組んでいる3000万署名、

ヒバクシャ国際署名で大いに日本政府を

包囲し、アメリカ軍を追い出していくこ

とが求められます。

カジノの誘致問題が、アメリカのトラ

ンプ大統領が誕生して以来急速にすすん

でいます。加えて、いま愛知県の大村知

事がねらっているのは、空港島のなかに

建設中の国際展示場とあわせてＩＲ統合

型リゾート施設をつくろうということで

す。

常滑市でカジノ誘致の動きが最初に出

たのは2002年、中部国際空港が開港する

前に常滑商工会議所が、カジノについて

考えるという構想をまとめたパンフレッ

トを発行しました。私たちはこの時期か

ら、カジノを考える運動に取り組んでき

ました。その後、臨空タウン（前島）に

イオンやコストコが進出することになり、

商工会議所は2013年にカジノ誘致を断念

しました。

ところが、2016年12月15日の統合型リ

ゾート(ＩＲ)推進法の成立を前にして、

事態は急激に動きました。常滑商工会議

所は同年12月８日に愛知県に「大規模展

示場利用促進及び統合型リゾート研究の

推進に関する要望書」を提出、2017年６

月に常滑市議会に「統合型リゾート(ＩＲ)

の誘致に向けた調査研究を進めるよう愛

知県及び常滑市に働きかけを求める請願

書」を提出しました。請願書は同月26日

に市議会で賛成多数で採択され、７月７

日に市議会から愛知県知事に要望書が提

出されました。これを受けて大村知事は

８月１日、「常滑市の中部国際空港の空

港島エリアへのＩＲ誘致の検討」を表明

し、国際観光都市としての機能整備に関

する研究会を立ち上げました。

資料に、「空港島にできる諸施設の配

置」図があります。国際展示場の横に、

約4.4ヘクタールの多目的用地があります

が、ここに大型リゾート施設をつくろう
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｢B61-11核爆弾｣の投下テストをする米軍F35

（2015年7月1日、ネバタ州の砂漠で）

西本真樹さん（日本共産党常滑市議）

空港島カジノ
計画の問題点

文字通り中部財界の言いなり

〝カジノはいらん〟の声全県に



としています。国際展示場が開業する前

に、ホテルが約2000室分新たにつくられ、

市内全体の宿泊施設は約4100室になりま

す。さらに立体駐車場の隣に、ボーイン

グ787初号機を展示する施設（FLIGHT OF

DREAMS）をつくります。

大村知事は、中部国際空港の過大な需

要予測を立てて２本目滑走路をつくろう

としています。それでも不十分だと、国

際展示場を整備してカジノを誘致し〝海

外から人、金、モノを呼び込む〟仕掛け

をつくって無理矢理需要をつくろうとし

ています。これは中部財界の悲願であり、

文字通り大企業いいなりの県政です。

常滑市は1953年から競艇事業を始めま

したが、推進派の人たちには、バクチで

得たお金で企業や常滑市が潤うという考

え方が染みついており、ＩＲに対する考

え方は、観光客を呼び込むためにはカジ

ノはなくてはならないということです。

常滑市政自体がギャンブル依存症体質に

なっています。

私たち「カジノはいらん！ネットワー

ク・常滑」は２月県議会に、愛知にカジ

ノ設置をしないよう求める請願書を出し、

３月には大村知事に要望書を提出します。

引き続き、みなさんの協力をいただき

ながら、愛知県にカジノはいらないとい

う運動を、全県に広げていきたいと思い

ます。

【発言後の経過】

※２月28日、31団体が愛知県議会に「愛

知にカジノ設置をしないよう求める請願

書」を提出（紹介議員は日本共産党の、

しもおく奈歩、わしの恵子の両議員）。

請願は３月15日、県議会振興環境委員会

で審議され不採択に（しもおく奈歩議員

が賛成討論）。

※３月30日、愛知県知事に「愛知にカジ

ノ設置をしないよう求める要望書（第１

次分＝1725名分」を提出。
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空港島にできる諸施設の配置（愛知県国際展示場ホームページより）



４年前の県知事選の時に、県立高校、

障害児学校の実態が紹介され、大きな反

響がありました。いまどういう状況か。

愛高教は毎年７月、県の財政施設課に学

校の場所を具体的に示して補修を要求し

ていますが、写真で紹介します。

【Ａ校のトイレ】臭い、汚い、暗いの

〝３Ｋ〟で、こんなトイレには入りたく

ないですよね。これはひどい例ではあり

ますが、似たような状況は多くの県立学

校にもあります。【Ｂ校の武道場の床】

穴が空いたり床が剥がれているところを

ガムテープで補修してある。武道場とは

柔道や剣道をやるところです。裸足でや

るので本当に危ないわけですけど、県に

言っても直してもらえないので、先生た

ちが補修をしている状況です。【Ｃ校の

自転車置き場の屋根】穴があいています。

石をぶつけたわけでもないのに穴が空い

ている。屋根の瓦もボロボロになってい

ます。【Ｄ校の救助袋】破れているので、

これを使ったら危ない。だから救助には

使えません。【Ｅ校の雨漏り】県立高校

の雨漏りはひどい状況です。ここの学校

では天井が剥がれ、さらに３階から漏れ

8

鈴村紀代子さん（愛高教委員長）

県立高校はいま
臭い、危ない、……もうボロボロ

愛知の教育水準は全国最低レベル
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たものが２階の廊下に染み出している。

どこでも梅雨時になると雨漏りがして、

用務員さんが洗面器やバケツを持って走

り回っています。――相変わらずこのよ

うな状況が続いています。

日本の教育機関への対ＧＤＰ比での公

的財政支出はＯＥＣＤの中で最下位です。

その中でも愛知の教育水準は全国最低レ

ベルです。教員１人あたりの児童・生徒

数、児童・生徒１人あたりの教育費は、

小中高と障害児学校のすべてで全国47都

道府県中43～47位です。障害児学校の問

題ですが、日本共産党の本村伸子衆議院

議員が国会で質問したら、大臣がみよし

特別支援学校を視察して、これはいかん

ということになりました。障害児学校は

徐々には増えていますが、過大・過密校

は全国ワースト10のなかで、愛知は３校

もあります。図書室も音楽室も更衣室も

倉庫もすべて教室に転用、雨の日は廊下

でも体育の授業、トイレに行列ができ放

課中には済ませられない、こういう実態

にあります。高等学校進学率は21年連続

で全国最下位です。来年度の募集もクラ

スが減っています。子どもが減ったんだ

から、改善すれば良いのにそうならない。

障害児学校の空調はつけることになり

ましたが、電気代がないので思うように

使えなくて、体温調整ができない子ども

たちは保冷剤を身体に入れてしのいでい

るという状況は相変わらずです。愛知県

は外国人の子どもたちが全国で一番多く、

この子どもたちを支援する外国語指導員

が高校に入っています。その指導員が時

間給で、今年は年度途中でどこの学校も

一律で時間が減らされました。県は生徒

が減ることを前提として時間数を決めた

のですが、今年は先生たちが頑張ったの

で退学者が少なかったのです。大村知事

は〝元気なあいち〟と言いますが、こん

な学校の状況でどこが元気になるのかと

思います。

【発言後の経過】

※2018年度の県一般会計に占める教育予

算の割合が、前年度から0.4ポインと増え

16.7％となる。

・高等学校校舎整備費 21億3441万円

（昨年10億4569万円）

・障害児学校校舎整備費 13億9405万

円（昨年9123万円）

（みあい特別支援学校校舎増築費、

空調設置、トイレ改修等を含む）

・障害児学校新設 瀬戸つばき特別支

援学校建築費、西尾市内に新設する

障害児学校基本設計費の予算計上

昨年12月に、東京地検特捜部がリニア

工事を請け負った鹿島、大成、大林、清

水の大手ゼネコンの談合問題をとりあげ

て捜査に乗り出しました。この他にも、

リニア新幹線工事をめぐっては、ほとん

どがトンネルで、地下水や建設残土の処

分、工事車両の走行による住民への環境

破壊問題などが指摘されています。また

安全対策も求められているのに、なぜＪ

Ｒはこんなに急いでやろうとするのでしょ

うか。それは、安倍政権がバックアップ

をして、万が一赤字になっても政府が面
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臼井泰紀さん（リニアを考える愛知連絡会）

ストップ、
リニア新幹線

住民の声無視し続けるＪＲ東海

愛知県の態度も〝他人ごと〟



倒をみてくれるから、ＪＲ東海も含めて

大企業にとってはおいしい事業なのだと、

私は考えています。

「リニアを考える愛知連絡会」と「リ

ニアを問う愛知市民ネット」で１月10日、

ＪＲ東海に申し入れをしました。その内

容は、①私企業であることを隠れ蓑にす
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る態度をあらためること。秘密主義と傲

慢な態度をあらためること。②これまで

のリニア工事に至るすべての過程を明ら

かにすること。③これまでの工事契約を

すべて解約し、すべての工事を中止する

こと。――の３点です。しかしＪＲ東海

は、話し合いの人数を制限したり、申し

入れ書の写真撮影も廊下で、しかも顔が

写らない方法でという始末でした。

愛知県の姿勢はどうなのか。本日（２

月７日）の午後、県と話し合いを持ちま

した。愛知県民がさまざまな環境破壊の

被害を受けるわけですから、県には対策

をとる責任があります。土壌汚染問題を

検討する体制づくりなどを求めました。

しかし県の態度は、「事業主体はＪＲ東

海であり、第一義的にはすべてＪＲ東海

が責任を負うべきである。県民から要望

があれば、必要なことはＪＲ東海に要請

していく」というものでした。土壌や水

に関する規制権限は、「水質汚濁防止法

と土壌汚染対策法に基づき、政令市であ

る名古屋市と特例市である春日井市が有

している。従って、愛知県が口出しする

ことはできない」というものでした。環

境影響評価書についてだけは、ものを言っ

ていくと言いましたが、県民生活を守る

立場から考える姿勢は見られませんでし

た。

今、リニア沿線住民を中心として「ス

トップ・リニア！訴訟」を行っています。

地域でも、問題が起きている名古屋市や

春日井市などで住民運動が起きています

が、革新県政の会に参加するみなさんも、

いろんな取り組みに参加して運動を広げ

ていただきたいと思います。

【発言後の経過】

※「リニアを考える愛知連絡会」と「リ

ニアを問う愛知市民ネット」は２月27日、

ＪＲ東海と話し合いを持った。ＪＲ側の

態度は「事業説明会を各地で行うなど、

ていねい対応している。企業秘密がある

ので契約内容は明らかにできない。談合

問題は社内に調査委員会を設けて見直し

を行い契約を進めていく」などで、話し

合いは不十分に終った。

※東京地検特捜部は３月23日、大手ゼネ

コン４社と元担当幹部２人を独占禁止法

違反で起訴した。さらに国土交通省は３

月29日、４社に対して、関東、中部地方

で同省が発注する事業について４カ月間

の指名停止を発表した。しかしＪＲ東海

は、工事は予定どおりすすめるとしてい

る。

愛知県の財政力は東京につぐ全国第２

位ですが、医療・福祉の実態はほめられ

たものではありません。総務省が発表し

た「統計で見る都道府県のすがた2017」

によると、一般病院病床数が人口10万人

あたり45位、精神病床数が44位、医師数

が38位、看護師数が42位、救急病院・一

般診療所数が43位、救急自動車数も43位。

介護療養型医療施設数が65歳以上人口10

万人あたり36位、特別養護老人ホーム数

が47位です。

愛知県の地域保健医療計画の見直しが、

この３月に県の医療審議会で答申されま

す。平成30年度から35年度の県の医療計
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武田修三さん（愛知民医連事務局長）

愛知の医療行政
医師も看護師も保健師も足りない

福祉医療制度を存続させる運動を



画を決めるものです。この計画で、地域

医療構想が盛り込まれます。病床数は全

国では現在の推計135万床から115～119万

床に減らす計画ですが、愛知県は1202床

減らす予定です。とくに、高度急性期の

病床を減らして回復期を増やすというこ

とですが、お年寄りが増えて救急は減ら

ないんじゃないか、本当にこれで成り立っ

ていくのかと疑問に思います。

医師不足によって診療制限をしている

病院は2016年では323病院中73病院、2013

年の71病院から改善していません。診療

科ごとでは産婦人科61病院中11、内科104

病院中32、精神科104病院中11と制限が多

い診療科となっています。看護師不足は

さらに深刻です。全国ワースト６位で人

口10万人あたり777.8人、高知県のほぼ半

分の人数です。気になるのが、乳幼児死

亡率が全国で35位。全国平均が1.9に対し

て愛知県は2.1です。子どもが生まれて母

子手帳をもらい、保健師が各家庭を訪問

して相談していますが、愛知県の保健師

数は人口10万人あたり31.4人で全国の中

で41位。長野県では69人ということなの

で、その半分以下、そういうことも乳児

死亡率にかかわっているのかなと思いま

す。愛知県との懇談のなかで、夜間の電

話相談が年々増えていると言っていまし

た。2016年度は３万6455件で、１日平均

約100件の電話がかかってくると。また、

県下の公立病院の廃止、譲渡、統合が相

次いでいます。先日、県がんセンター愛

知病院が2019年４月に岡崎市民病院に統

合されるという新聞報道がありました。

高すぎる国民健康保険料で、払えずに

滞納される方が増えています。滞納世帯

への制裁としての資格証明書発行は2015

年の4994件から17年の4848件へと若干減っ

ていますが、財産の差押えは増えていま

す。資格証明書発行の80％が名古屋市と

なっています。先日、名古屋市議会の財

政福祉委員会で、愛商連の人が「国保料

が払えずに資格証になった。病院に行き

たいと保険証を求めたが、滞納額が半分

に減らないと出せないと断られた」実態

を陳述されました。介護の問題では、い

ま第７期の介護保険計画が策定されてい

ますが、ほとんどの自治体で介護保険料

が上がる計画が示されていると思います。

２月議会、３月議会で決定されると思い

ますので、対応を強めたいと思います。

最後に、愛知県の福祉医療制度ですが、

「縮小をせず存続を」の運動が大切です。

愛知県の福祉医療制度は、対象が広くて

利用者の一部負担金もありません。子ど

もと障害者の助成制度は所得制限もなく、

全国から見てもすぐれた制度です。今後

も県の改悪を許さない運動と、市町村と

ともに県の制度の対象の拡大を求めてい

く必要があります。

奥三河は、新城市、設楽町、東栄町、

豊根村の１市２町１村です。地域全体の

過疎化が急激にすすみ、人口は20年前の

約６万5000人から現在は約５万6000人と

約9000人減少しました。65歳以上の人口

比は愛知県全体で23.4％ですが、新城市

は34.3％、設楽町53.5％、東栄町48.9％、

豊根村56.9％です。
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奥三河の
過疎問題

高齢者急増で生活すら困難に

買い物も、病院も、学校も



２人に１人が高齢者、同時に単身の高

齢者が急激に増え、生活上の諸問題が発

生しています。新城市では昨年10月に市

議会議員選挙が行われましたが、日本共

産党が行った全市民対象のアンケート調

査で、問題点が浮き彫りになりました。

①就業人口が急激に減り、自治体の税

収が落ち込んでいますから、維持的経費

や福祉予算への影響が大きくなっていま

す。②林業や農業、兼業農家が多いので

すが、後継者問題が深刻です。一人が倒

れたらみんながボランティアで支え合わ

なければならない。ボランティアが70代、

80代の人の田畑の草を刈ってやる。私は

若い方ですから、地域の世話役がたくさ

んまわってきます。③独居老人が増えて

いるのに介護施設が不足しています。④

地元の商店街がどんどん廃業するなかで、

買い物も遠方のスーパーに行かなければ

ならない。コンビニは新城にはかなりあ

りますが、設楽町には１軒だけ、豊根村

にはコンビニすらありません。⑤バス路

線は縮小・廃止され、高齢者も乗るバス

がありません。免許証の返納が困難で、9

0歳をすぎても軽トラックを運転している

人もいます。⑥医師不足で医療機関が縮

小され、病院は豊橋・豊川へ行かざるを

得ません。⑦出生率が低く保育園・小中

学校が統廃合され、全校生徒が６～７人

の状況もあります。高校も少なく、アパー

トを３年間借りて親と別居生活をし、豊

橋、豊川の高校に通学しています。⑧新

東名高速が完成しましたが、地域経済は

潤いませんでした。工事をやったのは大

手ゼネコンと豊橋、豊川の企業で、地元

業者には仕事はまわりませんでした。新

東名新城インターができてみんなが期待

しましたが、日帰り観光客は1.5倍ほど増

えたものの、ＪＲ路線の乗降客や宿泊客

は逆に減っています。

新城の山間部で70歳の独居老人が殺害

される事件がありました。若いアベック

が親切を装って同居をはじめましたが、

貯金通帳を管理されて金を取られ、最後

は虐待を受けて殴り殺されました。しか

し、１年間も放置され行方不明状態でし

た。山の中なので地元の人も気がつかな

かったのです。地元の人は、どこにでも

起きうる事件ということでショックを受

けています。このような問題を踏まえて、

地域振興の政策を練っていきたいと思い

ます。

海部地区環境事務組合は、ごみ処理施

設、し尿処理施設の設置や管理運営事務

等の共同処理を目的に設立された地方公

共団体の一部事務組合です。構成自治体

は７市町村（津島市、愛西市、弥富市、

あま市、大治町、蟹江町、飛島村）で、

約30万人の住民のごみとし尿を処理して

います。県内ではこのような、ごみやし

尿を広域処理する一部事務組合が18あり

ます。

組合のごみ処理施設、八穂クリーンセ

ンターの第２期基幹的整備改良工事を、

来年度から４年間で50億円をかけてやる

計画が１年前に発表されました。組合の

事務局に聞くと、三菱重工の機械が入り

コンサルタント会社と委託契約を結ぶと。
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海部地区環境
事務組合の現状

２時間の審議で50億円の事業が

チェック体制もない広域事業



当初は、三菱重工側から70億円の提案が

組合になされました。そんなに大金は出

せない、50億円程度にならないのかとなっ

たら、中身を精査して50億円になったと。

実に大雑把な話です。それをきちんとチェッ

クできる体制がありません。

昨年12月の津島市議会で、日本共産党

の伊藤恵子議員が組合の副管理者である

市長に質問しました（現在の管理者はあ

ま市長で、今年の４月から津島市長が管

理者になる）。2014年に出された長寿化

計画では八穂クリーンセンターの工事費

は約10億円となっていたのに、なぜ50億

円という膨大な金額になったのか。中身

はどうなっているのか。組合の副管理者

である津島市長は、よく分からないので

組合に聞いてくれと答弁する実態です。

組合の理事者である副管理者が質問に答

えられない。

日本共産党国会議員団で、環境省担当

の武田良介参議院議員の事務所を通じて、

環境省に問合せました。50億円の第２期

工事に国からの補助金が出るが中身をど

う把握しているのか。回答は、事業主体

は組合だからそこが正式に決めたら発表

する、今はヒアリングの段階だから環境

省は説明はしないということでした。

こんな状態なのに、２月23日の組合議

会でたった２時間の審議で決めようとし

ている。この話をすると、ほとんどの人

がびっくりします。人口が10万人以下の

市町村で、一つの事業に50億円かけると

いったら、市庁舎の建設だとか病院建設

建設の規模です。議会に特別委員会をつ

くって、２年間はかけていろんな議論を

して決めていくんです。愛西市はやりま

したし、弥富市でもいまやっています。

しかし、ごみやし尿を処理するために必

要だといえば、50億円の事業がたった２

時間の審議で決まっていくという実態で

す。定例会は年に２回しかなくて予算と

決算、午前中に管理者会議をやり午後に

組合議会を２時間やる。年間スケジュー

ルがきちんと決まっていますから、それ

以上議会をやってもらっては困るという

実態です。

これだけの事業に、これだけのお金を

かけることが本当に妥当かどうか。我々

はもっと知らなければならないし、住民

にも知ってもらう努力が必要です。県内

の衛生関係の一部事務組合の学習交流を

企画をしていただけるとありがたい。

【発言後の経過】

※２月23日の組合議会で、50億円の計画

が２時間の審議で決められた。

県議会に日本共産党の議席ができて３

年。私は議員（豊橋選出）活動のなかで、

大村県政がいかに大型開発優先で大企業

奉仕、住民無視、福祉切り捨ての県政か

を身をもって実感してきました。

一つ目はリニア開発・推進です。環境

や地盤などさまざまな問題があり、住民

から多くの反対の声があがっています。

私も、リニア中止を求めて質問してきま

した。最近では談合問題がありました。

共産党県議団は大村知事に申し入れまし

たが、知事は見守る姿勢で、大企業、安
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倍政権に追随しています。

二つ目は、中部国際空港島内に、国際

展示場という大規模な施設に300億円以上

も県民の税金を投入し、建設をすすめて

います。需要の見込みもいい加減で、文

字どおり無駄な大型開発そのものです。

三つ目は、国際展示場とあわせ、カジ

ノを誘致する動きです。知事は昨年、記

者会見で「カジノはあっても良いと思う」

と言いました。カジノはたくさんの人を

ギャンブル依存に陥れ、自己破産や家庭

崩壊を招くという異質の危険があります。

カジノを含むＩＲを整備しようという知

事の姿勢は本当にゆがんでいます。

この三つの最大の問題点は、中部財界

の悲願である中部国際空港２本目滑走路

の建設を、知事が大企業優遇でおしすす

める、ここにあります。すべては２本目

滑走路を作りたいがための需要づくりで

す。空港島は現在、需要が開港当時にも

至っていない状況であり、根拠も目的も

曖昧な巨大事業です。

一方で、本当に必要なものにはお金を

使わない。国民健康保険の県補助金カッ

トや高すぎる学費に何の財政支援もない

など、県民に冷たい県政です。

一つ目は、教育の切り捨てです。共産

党県議団は、小中学校の全学年の少人数

学級の実現を求めてきました。わしの県

議も一般質問で、行き届いた教育を保障

する少人数学級の推進をと求めましたが、

県は背を向けたままです。私は若い仲間

と一緒に、給付制奨学金制度を県独自に

つくってほしいと求めましたが、国の動

向を見守ると、若者に冷たい態度をとり

ました。

二つ目は、福祉切り捨てです。介護報

酬のマイナス改定のなか、施設は疲弊し

介護難民があとをたたない状況が続いて

います。私たちは実態を告発し、介護報

酬の増額を訴えてきました。しかし県は、

愛知県全体の介護保険事業所の総数は増

加傾向で必要な施設は提供できていると、

実態とはかけ離れた姿勢をとっています。

三つ目は、地域のくらしに冷たい姿勢

です。私は、地域の足を確保し誰もが安

心して移動でき、くらしていける町づく

りとして、コミュニティバスを充実させ

る県の財政支援を求めました。しかし何

度質問しても、県は、市町村のやること

だと言って知らぬ顔をしています。

このような県政のもとで、私たちは若

者を含め県民の声を届けてきました。そ

して働くルールのパンフレットの増刷、

特別支援学校への冷暖房整備の実現、難

聴児補聴器購入助成の実現、県営住宅の

修繕費の増額など、一歩一歩ではありま

すが、県民の願いを実現させてきました。

自治体の役割は本来、国の悪政からの

防波堤となり、住民のくらしを守ること

です。県知事選挙では、大村県政を倒し、

福祉・くらし第一の県政をつくる県知事

を誕生させるために、私たち共産党県議

団も全力をあげる決意です。

【発言後の経過】

※県の2018年度予算で、突風などの災害

で一世帯でも被害があれば支援金を出す

県独自の被災者生活再建支援制度を創設。

昨年８月の被害を受けた豊橋市で、日本

共産党のしもおく県議、豊橋市議団、本

村伸子衆院議員の連携プレーで県を動か

した。
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