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本市の施策の過程 が読み取れま
す︒決算書で収支 の数字面だけ
を見て︑貸借対照 表や損益計算
書で黒字だから﹁ 可﹂とするな
らば︑事務事業の 成果審査は不
必要になります︒ 事務事業の成
果審査は︑次期予 算を考慮して
の審査なくしては 何ら変革を見
いだせなくなる程 の重要性があ
ると思います︒長 引く経済危機
を脱出するには︑ 内需拡大・内
需主導の転換を実 施し家計を支
援することが大切 です︒国の政
策が国民の暮らし や教育・社会
保障の充実に期待が持てない今︑
地方の政治は最も 大切な市民の
安心な暮らしを守 るためのより
一層の重責を果た さなければな
りません︒
しかし︑税は国税徴収法に則っ
て差押え等︑強制 的に徴収する
ことも可能であり ます︒そこに
は個々の事情は全 く配慮される
ことなく︑たとえ通帳のお金が︑
病院代の支払いや 生活の基盤で
ある家賃の支払い 用であっても
容赦無く徴収され る事もありま

す︒それは支払う だけの資産が
ある又は支払うだ けの能力があ
る悪質滞納者と判 断されたから
でしょう︒
このことを行政 に置き換えれ
ばどうでしょう︒
決算書は黒字︑ 財政力指数も
良好︑将来負担も 発生しない程
の財力があっても ︑市民の要望
には慎重に対処し ︑子育てや教
育関連への投資は なかなか増額
しない︑それどこ ろか本当に必
要な執行額なのか という疑問に
明確な回答がなさ れない事業が
あることを前述の 事例に当ては
めれば︑支払える 資産がある︑
支払える能力があ るのに払わな
い状況と同様では ないでしょう
か︒
まもなく大山ダ ムが完成し用
水の供給が開始さ れれば︑責任
水量の購入と共に ︑原水費が高
騰し水道会計が悪 化するのは確
実なのに︑五ヶ山 ダムの他不必
要なダム建設への 出資金は見直
す時期ではないで しょうか︒ま
た︑同和団体支援 事業費は補助
金でありながら︑ 金額の見直し
の交渉をしなけれ ばならない反
面︑市民への補助 金は問答無用
に事業廃止をおこ なうなど支援

年 ４月 から 始ま った後 期高
齢 者医 療制 度は ︑ 発足 当初 から
国 民の 激し い怒 り を受 ける 制度
と して 強行 され た もの です ︒高
齢者を 他の年齢層 から切り 離し︑
高 い負 担と 安上 が りの 医療 を押
し つけ るこ の制 度 は︑ ﹁な ぜ︑
高 齢者 だけ 健保 や 国保 から 追い
出 すの か﹂ ﹁こ れ は医 療差 別で
は ない か﹂ とい う 批判 が起 こる
中 ︑保 険料 の﹁ 年 金天 引き ﹂と
い う負 担増 制度 も 行い ︑年 金・
介 護制 度の 改悪 や 高齢 者増 税へ
の 不安 と怒 りを 呼 び起 こし まし
た ︒ま た︑ それ ま で老 人保 険制
度に 加入 して いた 歳か ら 歳
ま での 障害 者が ︑ 強制 的に 後期
高 齢者 医療 制度 入 れら れ︑ 加入
を 拒む と自 治体 の 医療 費助 成ま
で 受け られ なく な る問 題も 発生
しました︒

国 中の 批判 を浴 び 年６ 月に
は ︑共 産・ 民主 ・ 社民 ・国 民新
の ４党 提出 の廃 止 法案 が参 議院

74

65

2012

みと 苦 しみ を押 しつ け てい るか
らで す ︒公 的医 療保 険 は︑ 国と
事業 主 の責 任で ︑全 て の国 民・
労働 者 に必 要な 医療 を 保障 する
ための制度です︒
手 厚 い医 療を 受け た いの であ
れば ︑ 負担 増を 我慢 し ろ︒ 負担
増に 耐 えら れな いな ら 不十 分な
医療 で 我慢 しろ ︑で は 民間 保険
と何 ら 変わ らず ︑お 金 のな い人
はま と もな 医療 を受 け られ なく
なります︒
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後 期高 齢者 医療制 度は ︑ 年
末で 廃 止に まで 追い つ めま した
が︑ 厚 労省 が考 えて い る﹁ 新し
い高 齢 者医 療制 度﹂ は ︑国 民健
康保 険 と連 動さ せ都 道 府県 単位
の﹁ 国 保の 広域 化﹂ を 推進 させ
ています︒
問 題は 高齢 者の 年 齢を ︑ 歳
に引 下 げ現 役世 代と 別 勘定 の国
保に 強 制加 入さ せ︑ 保 険料 も財
政も 別建 てで 歳 以上 の人 は健
保の 扶 養家 族に なる こ とも 認め
ない ︑ とい う現 行制 度 と何 ら変
わら な いも ので す︒ こ れで は︑
差別 ・ 給付 削減 ・負 担 増の 仕組
みを ︑ 歳 以上 から 歳以 上に
拡大 す るだ けと 言わ ざ るを 得ま
せん︒
後 期 高齢 者医 療制 度 廃止 は︑
新政権の公約であった筈です︒
﹁不 毛 で危 険を はら ん でい る﹂
新制 度 論議 は直 ちに や め︑ まず
老人 保 険制 度に 戻す と いう 公約
に立ち返るべきです︒
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の視線が反対では ないでしょう
か︒本来交渉事は 県や国に対し
全力で行ってほしいものです︒
以前他の議員が ︑一般質問の
中で紹介してあり ました︑岩手
県の沢内村では 年に老人と乳
児の医療費無料化 という︑全国
の先駆けを実施し 乳児死亡率ゼ
ロを達成したので すが︑当時は
老人と乳児の医療 費無料化は国
保法違反でありま した︒厚生省
と根気強く交渉した深沢村長は︑
﹁生命尊重こそが 政治の基本で
なければならない ︒命あっての
物種であって︑も のあっての命
になってはならな い﹂と生命行
政を展開してあります︒
大野城市でも︑ 個別の事務事
業を評価し賛美す るものや︑職
員の皆さんの苦労 がにじみ出て
いる箇所も沢山あります︒
しかし重要な点 は︑財務諸表
の指数や数値目標に目が奪われ︑
事業の本質や市民 ニーズに応え
た事業がどれだけ 多く達成でき
たかであります︒ 私には粛々と
事業が遂行され︑ 本来の輝きが
失われつつあるよ うに感じてな
りません︒もっと 研鑽をしてく
ださい︒
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で可 決さ れ︑ 年８ 月の政 権交
代 への 原動 力に な った のは 言う
ま でも あり ませ ん ︒と ころ が新
政 権は ︑後 期高 齢 者医 療制 度の
廃 止を ︑４ 年後 に 先送 りに しま
し た︒ 発足 以来 ２ 年目 の決 算認
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定で あり ます ︒結 果は ︑ 万７
千 円の 黒字 であ り まし たが ︑決
し て﹁ 良﹂ とす る 評価 には 値し
ま せん ︒な ぜな ら ば︑ 高齢 者の
皆 さん の不 満や 不 安︑ そし て怒
り が込 めら れた 制 度で の決 算で
あ り家 計や 健康 面 での 多大 な痛
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平成 年度は ︑ 年に１度と
言われる世界的規模の経済危機︑
金融危機への対 応や雇用対策の
為に︑地方への財政措置として︑
臨時財政対策債 を含めた地方交
付税総額が大幅 に増額された年
でした︒そんな 中での一般会計
決算は︑例年並 みの４億４千万
円の黒字決算が でき︑経常収支
比率は少々の財 政構造の硬直化
が進んでいるも のの︑財政力指
数や健全化判断 比率を見ても︑
本市の財政力は 非常に安定して
いるといえます ︒只その財力が
市民サービスに どれだけ還元で
きたかが重要で あり︑決算認定
の意義があると考えます︒
では決算とは 何か？一定期間
の収入・支出を 計算し︑利益又
は損失︵損益︶ を算出すること
であり︑企業会 計においては︑
単に損益を計算 するだけではな
く︑種々の財務 諸表を作成し︑
詳細な情報開示 が行われるもの
ですが︑地方自 治体の決算も同
様であります︒
決算や予算の 変遷を見ると︑
1961
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