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●旧統一協会と、地方政治を問うアンケート調査活動の報告（下）

※前号記事「統一協会調査アンケート調査の実現まで」以後の取り組みを、伊藤英

雄氏（秘密保護法を考える川崎市民の会）に再び寄稿していただきました。

10月 25日までに届いた回答は、市議 49人、県議 13人、残る 14人は未回答です。
そこで更に、分担して議員へ働きかけを進めました。

相手先の住所を確かめ事務所を訪問して回答を要請したり、連絡が繋がりにくかっ

たりもあり、調査を進めるごとに、質問に向き合う 76人の議員の顔が見えるように
感じながら、旧統一協会と地方政治家の関わりの、一端を知る思いで、活動を続け

ました。

また、アンケート調査を行う私たちの会は、一体何をしている団体か？を問う声

があり、会が始まった 2013年からの活動概要を、会の紹介文を作成して渡しました。
回答は増えた一方、無回答でスルーの議員もいて、充分とは言えず、回答期限を 11
月 8日まで延長しました。
特に、この問題に対して現職議員がどう考えているかを問う「自由記述」欄を設

けており、ぜひ書いてください、と繰り返しお願いしました。

有権者が、個々の議員の考えを知って初めて、政治家への判断が出来ると考えたか

らです。

自由記述欄には、県議 7 名、市議 2４名からの回答がありました。詳しくは「旧
統一協会との関係を問うアンケートの結果報告」をお読みください。

最終的には、県会議員は 18 名中 16 名（88.8％）、市議会議員は 58 名 中 53 名（91.3
％）。

無回答は、県会議員 2 名、田中徳一郎氏（自民・幸区）、川本学氏（自民・中原区）。
市会議員は５名、末永直氏（自民・中原区）、斎藤伸志氏（自民・高津区）、山崎直

史氏（自民・麻生区）、花輪孝一氏（公 明・麻生区）、本間賢次郎氏（自民・川崎
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区）です。

このうち本間議員は、「公共の活動に資する団体、おおやけに認められた団体以外

の質問には答えない」、として回答を拒否されました。

こうして、10 月 7 日に始めたアンケート活動は、6 週間後、11 月 18 日の記者会
見で結果を発表しました。

テレビ神奈川は 18日夕方の短いニュースで報じ、続けて、東京、読売、神奈川、赤
旗新聞が報道してくれました。

私たちの会は、アンケートに協力いただいた議員の皆さまに感謝すると共に、有

権者市民がこの結果を知り、活用いただくよう願っています。

※アンケート結果報告は、近日中に、民主市政の会のホームページに掲載します。

◆子ども医療費は中学卒業まで一部負担金をなくし、完全無料に！

川崎市のパブコメに、市民の願いを届けましょう！

東京、神奈川、千葉、埼玉の 4 県の自治体で最も遅れていた「子ども医療費助成」
が来年 9月から、中学卒業までに拡充され、所得制限が撤廃されます。

川崎民主市政をつくる会が、2021 年市長選で掲げた「3 つのゼロ」の第 1 番目の公
約が、2年遅れにはなりましたが、市民の力で実現します。

川崎市は、「小児医療費助成制度の拡充（案）」をまとめ、市民から の意見募集（パ

ブリックコメント）を始めました。募集期間は 12月 20日（火）までです。

https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/450/0000144068.html

＜「小児医療費助成制度の拡充（案）」の主な内容＞

① 対象年齢を中学校 3年生まで拡大

② 所得制限を撤廃

理由 子どもの健全な育成を図る児童福祉の視点から、保護者の所得に関わら

ず医療費助成を受けられるよう制度を拡充することで、子育て世代が安心して子育

てができる環境づくりにつながる。

③ 一部負担金（小学校 4年生以上/1回 500円）は維持

理由 制度の安定的かつ継続的な運用を図るため、保護者に一定の負担を求め
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る。低所得世帯への配慮として、市民税所得割非課税世帯については、引き続き、

一部負担金は求めない。）

④ 実施時期 1 月以後にパブコメの結果報告、2 月に予算案を提示、3 月に条例の
改正を行い、9月から実施する。

⑤ 予算規模は 61億９千万円で、拡充分は 15億 9千万円と想定している。

パブコメ応募は、市民の声を届ける絶好のチャンスです。

パブコメに寄せられた市民意見と川崎市の見解は、川崎市のホームページに掲載さ

れます。

「毎回の受診のたびにかかる一部負担金は重い負担にもなる、なくしてほしい。」

--川崎市より財政の厳しい自治体が一部負担金をなくしています--
「東京都をはじめ首都圏 4 都県 54%の自治体が実施している高校生まで拡充をして
ほしい。」などの市民の声をぜひ届けましょう。

このパブコメでの市民意見は、3 月市議会での小児医療費助成制度条例案の改正の
審議にも反映されます。

一方、秋の市民大運動として、「川崎市こどもの医療費無料化を求める連絡会」

は「小児医療費助成制度拡充を求める署名」の最終集約を行って 12月議会に追加提
出をします。

請願項目の 2 番目にある「一部負担金５００円の撤廃」を求める請願再審議での採
択を求めて、全会派に要請をしていきましょう。

※ パブコメはここから

https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/450/0000144068.html

▲ お知らせコーナー

☆ 2022年第 5回川崎市議会定例会
会期は 11月 28日（月）から 12月 21日（水）まで
代表質問日程

12月 7日（水）自民党と共産党、
12月 8日（木）公明党とみらい
https://www.city.kawasaki.jp/980/page/0000136216.html
※市議会各会派が、どれだけ市民要求実現に熱心かを傍聴して確かめましょう。

インターネット中継もあります。

https://kawasaki-city.stream.jfit.co.jp/
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☆講演「日本の闇～統一教会問題の真実（仮題）」

講師・有田芳生（ジャーナリスト・前参議院議員）

11/29（火）18時 30分～ 20時 30分
会場：てくのかわさきホール（溝の口駅徒歩５分）

参加費；500円、140人まで入場先着順。ユーチューブ視聴（無料）を併用。
主催：18区市民の会、共催：高津・宮前・中原区の革新懇話会
運営：上記４者による実行委員会

連絡先：田中光雄 090-1884-0296 tanamitu_001@yahoo.co.jp
https://onl.sc/UPp3A4g
無料配信アドレス

https://youtu.be/F3wypscns80

☆講演「性の多様性と自己決定権をめぐる現状と課題」

講師 三橋順子 性社会・文化史研究家

12/3（土）14時 サンピアンかわさき

資料代 300円
連絡先：080-1094-6773(鍛冶)・090-7183-6686(阿久津)
主催・川崎区革新懇

https://onl.sc/qAHnuiJ

☆「大倉ミカ・クリスマスジャズライブ」

世界平和への祈り

和田庸子さん、北口信夫さんを偲んで

12/24（土）① 15時 ② 18時
一般：2500円 障がい者：学生 1000円
044-433-3003
hall@kawasakiyume.com
主催：ゆめごこちライブ実行委員会

https://onl.sc/EQ77A4J

★ 編集後記

9 月 22 日から NHK 総合で放映された土曜ドラマ「一橋桐子の犯罪日記」は松坂
慶子が好演し、楽しく鑑賞された方も多いかと思います。

生活に困窮し、刑務所生活にあこがれた老いた女性が犯罪に挑戦するがうまくいか

ない様子をおもしろおかしく描いていました。

しかし、このドラマの背景には笑っていられない財務省の政策があります。

高齢者の数が増えたにもかかわらず、財務省は高齢者 1 人当たりの支出を大幅に
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削減することを推し進めました。

結果、高齢者 1 人当たりの社会保障費は、1996 年のピーク時には 192 万円だったの
が、2019年には 149万円と約 20％減少。
医療費はどうか。

1999年のピーク時には高齢者 1人当たり 52万円だったのが、2019年には 44万円と
こちらも、15％削減。
これらの削減は、65 歳以上の 1 人暮らしの女性の貧困率が 50%近くにまで上昇した
理由の 1つです。
また、1989 年は 7,000 人だった、主に 3,000 円相当の万引きの疑いで逮捕された

高齢者が、2018年には、4万 5,000人に増えています。
多くは収監されないにも関わらず、1960 年には全体の 5 ％だった刑務所に入る高齢
者が今では 30％以上を占めているとのこと。

1年ほど刑務所で過ごした後、解放されるが、その後同じ罪で再び刑務所に戻る。
刑務所には温かいご飯、ベッド、医療があって、仲間がいるから。

（2021/1/11東洋経済オンラインより）

塀の向こうに行きたい高齢者が増えているのは本当の話。

高齢者はもっと怒るべき、若者にとってはやがて行く道。もっと危機感を！（Y）

☆☆チェンジかわさき！☆☆

川崎民主市政をつくる会

〒 211-0011中原区下沼部 1880
お問い合わせ

mailmag@newkawasaki.jp
公式ホームページ

https://newkawasaki.jp
☆☆チェンジかわさき！☆☆


