
    

    

    

平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    

    
    

    

    

    

    

    

    

平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年    

    

第第第第５５５５回野洲市議会回野洲市議会回野洲市議会回野洲市議会定例会定例会定例会定例会    

    

意意意意    見見見見    書書書書    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

野野野野    洲洲洲洲    市市市市    議議議議    会会会会    
    



意見書第意見書第意見書第意見書第１１１１１１１１号号号号    

    

    

    

労働法制労働法制労働法制労働法制のののの規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和でなくでなくでなくでなく、、、、規制規制規制規制をををを強強強強めることをめることをめることをめることを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））    

    

    

    上記上記上記上記のののの意見書意見書意見書意見書をををを提出提出提出提出するするするする。。。。    

    

    

    

    

平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    

    

    

    

    

提出者提出者提出者提出者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        野並野並野並野並    享子享子享子享子    

    

賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        太田太田太田太田    健一健一健一健一    

    

賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        東郷東郷東郷東郷    正明正明正明正明    

    

    

    



    

    

労働法制労働法制労働法制労働法制のののの規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和でなくでなくでなくでなく、、、、規制規制規制規制をををを強強強強めることをめることをめることをめることを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））    

    

    厚生労厚生労厚生労厚生労働省働省働省働省がががが発表発表発表発表した２０１４した２０１４した２０１４した２０１４年年年年のののの「「「「就業形態就業形態就業形態就業形態のののの多様化多様化多様化多様化にににに関関関関するするするする総合実態調査総合実態調査総合実態調査総合実態調査」」」」

でででで全労働者全労働者全労働者全労働者にににに占占占占めるパートやめるパートやめるパートやめるパートや派遣派遣派遣派遣などのなどのなどのなどの非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用のののの割合割合割合割合はははは、、、、４４４４割割割割にににに達達達達したことしたことしたことしたこと

がががが明明明明らかになりましたらかになりましたらかになりましたらかになりました。。。。    

    非正規社員非正規社員非正規社員非正規社員はははは月額月額月額月額２０２０２０２０万円以下万円以下万円以下万円以下がががが、、、、７８７８７８７８．．．．２２２２％％％％でありでありでありであり、「、「、「、「正社員正社員正社員正社員にににに変変変変わりたいわりたいわりたいわりたい」」」」

人人人人はははは契約社員契約社員契約社員契約社員で５３で５３で５３で５３．．．．８８８８％、％、％、％、派遣社員派遣社員派遣社員派遣社員で４８で４８で４８で４８．．．．２２２２％％％％とととと約半数約半数約半数約半数のののの方方方方はははは正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用をををを願願願願

っていますっていますっていますっています。。。。    

    またまたまたまた年収年収年収年収が２００が２００が２００が２００万円以下万円以下万円以下万円以下のワーキングプアが１４００のワーキングプアが１４００のワーキングプアが１４００のワーキングプアが１４００万人万人万人万人をををを超超超超えましたえましたえましたえました。。。。    

    しかししかししかししかし、「、「、「、「１１１１億総活躍億総活躍億総活躍億総活躍」」」」構想構想構想構想のののの「「「「生産性革命生産性革命生産性革命生産性革命」」」」のののの名名名名のもとでのもとでのもとでのもとで、、、、労働法制労働法制労働法制労働法制のののの規制緩規制緩規制緩規制緩

和和和和をををを打打打打ちちちち出出出出しししし、、、、派遣法派遣法派遣法派遣法のののの改悪改悪改悪改悪でででで、、、、非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用のののの拡拡拡拡大大大大をををを推推推推しししし進進進進めようとしていますめようとしていますめようとしていますめようとしています。。。。

このようなこのようなこのようなこのような低賃金低賃金低賃金低賃金のののの非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用のののの増加増加増加増加がががが個人消費個人消費個人消費個人消費のののの低迷低迷低迷低迷をををを招招招招きききき、、、、景気回復景気回復景気回復景気回復のののの阻害阻害阻害阻害

となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、結婚結婚結婚結婚できないできないできないできない、、、、子子子子どもをどもをどもをどもを産産産産みみみみ育育育育てられないてられないてられないてられない労働者労働者労働者労働者がががが増増増増えていますえていますえていますえています。。。。    

    さらにさらにさらにさらに、「、「、「、「雇用雇用雇用雇用のののの金銭解決制度金銭解決制度金銭解決制度金銭解決制度」」」」についてのについてのについてのについての議論議論議論議論がががが始始始始まるなどまるなどまるなどまるなど、、、、労働者保護労働者保護労働者保護労働者保護のルのルのルのル

ールをールをールをールを無視無視無視無視してしてしてして、「、「、「、「解雇無効判決解雇無効判決解雇無効判決解雇無効判決がががが出出出出てもてもてもても、、、、企業企業企業企業がおがおがおがお金金金金をををを払払払払えばえばえばえば復職復職復職復職させなくてもさせなくてもさせなくてもさせなくても

いいいいいいいい」」」」とととと解雇規制解雇規制解雇規制解雇規制をををを骨抜骨抜骨抜骨抜きにするきにするきにするきにする状況状況状況状況をををを作作作作ろうとしていますろうとしていますろうとしていますろうとしています。。。。    

    残業代残業代残業代残業代ゼロゼロゼロゼロ制度制度制度制度のののの検討検討検討検討などなどなどなど、、、、労働法制労働法制労働法制労働法制のののの規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和でなくでなくでなくでなく、、、、規制規制規制規制をををを強強強強めるべきでめるべきでめるべきでめるべきで

はないかとはないかとはないかとはないかと考考考考えますえますえますえます。。。。    

    よってよってよってよって以下以下以下以下のののの点点点点をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    

    

１１１１．．．．不安定雇用不安定雇用不安定雇用不安定雇用やややや長時間過密労働長時間過密労働長時間過密労働長時間過密労働をををを無無無無くすくすくすくす規制規制規制規制をををを強強強強めることめることめることめること。。。。    

    

２２２２．．．．労働者派遣法労働者派遣法労働者派遣法労働者派遣法（（（（生涯生涯生涯生涯ハケンハケンハケンハケン、、、、正社員正社員正社員正社員ゼロゼロゼロゼロ）、）、）、）、残業代残業代残業代残業代ゼロゼロゼロゼロ制度制度制度制度、、、、解雇解雇解雇解雇のののの金銭解決金銭解決金銭解決金銭解決

制度制度制度制度などのなどのなどのなどの創設創設創設創設・・・・改悪改悪改悪改悪はははは行行行行わないことわないことわないことわないこと。。。。    

    

３３３３．．．．苛酷苛酷苛酷苛酷なななな労働労働労働労働をををを強制強制強制強制しししし、、、、労働者労働者労働者労働者をををを使使使使いつぶすブラックいつぶすブラックいつぶすブラックいつぶすブラック企業企業企業企業をををを規制規制規制規制することすることすることすること。。。。    

    

以上以上以上以上、、、、地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第９９９９９９９９条条条条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより意見書意見書意見書意見書をををを提出提出提出提出しますしますしますします。。。。    

    

平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    

    

                                                                        野洲市議会議長野洲市議会議長野洲市議会議長野洲市議会議長        市木市木市木市木    一郎一郎一郎一郎    

    

衆議院議長衆議院議長衆議院議長衆議院議長    

参議院議長参議院議長参議院議長参議院議長                    宛宛宛宛    

内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣    

厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣    



意見書第意見書第意見書第意見書第１１１１２２２２号号号号    

    

    

    

環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定（ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ））））のののの署名署名署名署名・・・・批准批准批准批准にににに反対反対反対反対するするするする意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））    

    

    

    上記上記上記上記のののの意見書意見書意見書意見書をををを提出提出提出提出するするするする。。。。    

    

    

    

    

平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    

    

    

    

    

提出者提出者提出者提出者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        野並野並野並野並    享子享子享子享子    

    

賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        太田太田太田太田    健一健一健一健一    

    

賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        東郷東郷東郷東郷    正明正明正明正明    

    

    

    



    

    

環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）のののの署名署名署名署名・・・・批准批准批准批准にににに反対反対反対反対するするするする意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））    

    

環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）交渉交渉交渉交渉のののの大筋合意大筋合意大筋合意大筋合意をしたとしてをしたとしてをしたとしてをしたとして、、、、今年度補正予算今年度補正予算今年度補正予算今年度補正予算やややや

来年度予算編成来年度予算編成来年度予算編成来年度予算編成にににに反映反映反映反映させるとさせるとさせるとさせると、、、、様々様々様々様々なななな対策対策対策対策をををを打打打打ちちちち出出出出していますしていますしていますしています。。。。    

しかししかししかししかし、、、、協定協定協定協定のののの全文全文全文全文もももも出出出出されずされずされずされず、、、、参加国参加国参加国参加国のののの署名署名署名署名やややや批准批准批准批准のののの見通見通見通見通しもはっきりしましもはっきりしましもはっきりしましもはっきりしま

せんせんせんせん。。。。とりわけとりわけとりわけとりわけ大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害をををを受受受受けるけるけるける農業分野農業分野農業分野農業分野ではではではでは、「、「、「、「コメなどのコメなどのコメなどのコメなどの重要重要重要重要５５５５項目項目項目項目についについについについ

てはてはてはては関税関税関税関税のののの撤廃撤廃撤廃撤廃やややや引引引引きききき下下下下げをげをげをげを認認認認めずめずめずめず、、、、それがそれがそれがそれが出来出来出来出来なければなければなければなければ交渉脱退交渉脱退交渉脱退交渉脱退もももも辞辞辞辞さないさないさないさない」」」」

とととと国会決議国会決議国会決議国会決議をしてのをしてのをしてのをしての交渉交渉交渉交渉でしたでしたでしたでした。。。。    

農水省農水省農水省農水省はははは「ＴＰＰ「ＴＰＰ「ＴＰＰ「ＴＰＰのののの影響影響影響影響はははは限定的限定的限定的限定的」」」」とととと言言言言っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、５５５５項目以外項目以外項目以外項目以外のののの関税撤廃関税撤廃関税撤廃関税撤廃

品目品目品目品目などはなどはなどはなどは中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域ではではではでは、、、、大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響がががが出出出出るとるとるとると危機感危機感危機感危機感がありますがありますがありますがあります。。。。    

農水省農水省農水省農水省がががが発表発表発表発表したしたしたした農業農業農業農業センサスによるとセンサスによるとセンサスによるとセンサスによると、、、、農業就業人口農業就業人口農業就業人口農業就業人口は２０１０は２０１０は２０１０は２０１０年年年年から５から５から５から５年年年年

間間間間で５１で５１で５１で５１万万万万６０００６０００６０００６０００人人人人もももも減少減少減少減少しましたしましたしましたしました。。。。家族経営家族経営家族経営家族経営とととと地域農業地域農業地域農業地域農業がががが困難困難困難困難になっているになっているになっているになっている

ことをことをことをことを表表表表しておりしておりしておりしており、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰのののの押押押押しつけはさらにしつけはさらにしつけはさらにしつけはさらに拍車拍車拍車拍車をかけることはをかけることはをかけることはをかけることは明明明明ららららかですかですかですかです。。。。    

野洲市農業委員会野洲市農業委員会野洲市農業委員会野洲市農業委員会からもからもからもからも、「、「、「、「建議書建議書建議書建議書」」」」がががが出出出出されておりされておりされておりされており、「、「、「、「海外海外海外海外からのからのからのからの農産物農産物農産物農産物のののの輸輸輸輸

入量入量入量入量のののの増加増加増加増加はははは予断予断予断予断をををを許許許許さないさないさないさない状況状況状況状況でありでありでありであり、、、、米作農業者米作農業者米作農業者米作農業者にはにはにはには経営的経営的経営的経営的にににに負負負負となるとなるとなるとなる要因要因要因要因

がまじかにがまじかにがまじかにがまじかに迫迫迫迫っていますっていますっていますっています」」」」とととと危機感危機感危機感危機感をををを持持持持っておられますっておられますっておられますっておられます。。。。    

今必要今必要今必要今必要なことはなことはなことはなことは、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ大筋合意大筋合意大筋合意大筋合意とととと協定案協定案協定案協定案のののの全体全体全体全体、、、、交渉経過交渉経過交渉経過交渉経過などのなどのなどのなどの情報情報情報情報をををを全面全面全面全面

的的的的にににに公開公開公開公開しししし、、、、国会国会国会国会、、、、国民国民国民国民のののの中中中中でででで徹底的徹底的徹底的徹底的なななな議論議論議論議論をををを行行行行うことですうことですうことですうことです。。。。    

医療医療医療医療やややや保険保険保険保険もももも含含含含めめめめ国民国民国民国民のののの暮暮暮暮らしにどうらしにどうらしにどうらしにどう影響影響影響影響するかをするかをするかをするかを検証検証検証検証すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。    

環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）のののの署名署名署名署名・・・・批准批准批准批准はすべきでありませんはすべきでありませんはすべきでありませんはすべきでありません。。。。    

    

以上以上以上以上、、、、地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第９９９９９９９９条条条条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより意見書意見書意見書意見書をををを提出提出提出提出しますしますしますします。。。。    

    

    平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    

    

                                                                        野洲市議会議長野洲市議会議長野洲市議会議長野洲市議会議長        市木市木市木市木    一郎一郎一郎一郎    

    

衆議院議長衆議院議長衆議院議長衆議院議長    

参議院議長参議院議長参議院議長参議院議長                    宛宛宛宛    

内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣    

農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣    



意見書第意見書第意見書第意見書第１１１１３３３３号号号号    

    

    

    

介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度のののの改悪改悪改悪改悪をやめをやめをやめをやめ、、、、充実充実充実充実をををを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））    

    

    上記上記上記上記のののの意見書意見書意見書意見書をををを提出提出提出提出するするするする。。。。    

    

    

    

    

平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    

    

    

    

    

提出者提出者提出者提出者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        東郷東郷東郷東郷    正明正明正明正明    

    

賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        野並野並野並野並    享子享子享子享子    

    

賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        太田太田太田太田    健一健一健一健一    

    

    

    



    

    

介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度のののの改悪改悪改悪改悪をやめをやめをやめをやめ、、、、充実充実充実充実をををを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））    

    

介護保険制介護保険制介護保険制介護保険制度度度度はははは、、、、国及国及国及国及びびびび地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体がががが公的責任公的責任公的責任公的責任をををを果果果果たすべきでありたすべきでありたすべきでありたすべきであり、、、、共助共助共助共助のののの名名名名

のののの下下下下にににに、、、、公的責任公的責任公的責任公的責任ですべきですべきですべきですべき施策施策施策施策をををを後退後退後退後退させさせさせさせ、、、、これをこれをこれをこれを地域住民地域住民地域住民地域住民のののの互助互助互助互助にににによってよってよってよって補補補補うううう

ようなことになってはなりませんようなことになってはなりませんようなことになってはなりませんようなことになってはなりません。。。。    

要支援要支援要支援要支援にににに対対対対してしてしてして保険給付保険給付保険給付保険給付としてとしてとしてとして提供提供提供提供されてきたされてきたされてきたされてきた訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護・・・・通所介護通所介護通所介護通所介護サービスがサービスがサービスがサービスが

段階的段階的段階的段階的にににに地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業としてとしてとしてとして移行移行移行移行されることによりされることによりされることによりされることにより、、、、サービスのサービスのサービスのサービスの質質質質のののの低下低下低下低下やサーやサーやサーやサー

ビスのビスのビスのビスの地域格差地域格差地域格差地域格差がががが生生生生じてじてじてじて不安不安不安不安をををを抱抱抱抱くくくく声声声声もももも有有有有りますりますりますります。。。。    

そのようなそのようなそのようなそのような中中中中、、、、今後今後今後今後もももも高齢者高齢者高齢者高齢者がががが住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして生活出来生活出来生活出来生活出来るるるる仕組仕組仕組仕組みづみづみづみづ

くりがくりがくりがくりが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。政府政府政府政府におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、下記下記下記下記のののの事項事項事項事項のののの実施実施実施実施をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    

    

記記記記    
 

1.1.1.1. ここここれまでのれまでのれまでのれまでの予防給付予防給付予防給付予防給付をををを維持維持維持維持されされされされ訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護・・・・通所介護通所介護通所介護通所介護のののの認定者認定者認定者認定者１・２の１・２の１・２の１・２の介護保介護保介護保介護保

険外険外険外険外しをしをしをしを中止中止中止中止されるされるされるされる事事事事。。。。    

    

2.2.2.2. 自立支援自立支援自立支援自立支援をををを進進進進めるためにはめるためにはめるためにはめるためには、、、、介護施設介護施設介護施設介護施設でででで働働働働くくくく人人人人（（（（介護士介護士介護士介護士・ケアマネジャー・ケアマネジャー・ケアマネジャー・ケアマネジャー等等等等））））

のののの人員確保人員確保人員確保人員確保やややや給与等給与等給与等給与等のののの待遇待遇待遇待遇をををを改善改善改善改善しししし国国国国としてとしてとしてとして応援応援応援応援されるされるされるされる事事事事。。。。    

    

3.3.3.3. 介護保険利用料介護保険利用料介護保険利用料介護保険利用料（（（（一定所得以上一定所得以上一定所得以上一定所得以上））））の２の２の２の２割負担割負担割負担割負担へのへのへのへの引引引引きききき上上上上げによってげによってげによってげによって、、、、介護介護介護介護ササササ

ービスのービスのービスのービスの手控手控手控手控えやえやえやえや中止中止中止中止というというというという大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響がががが有有有有りりりり、、、、２２２２割負担割負担割負担割負担はははは中止中止中止中止されることされることされることされること。。。。    

    

以上以上以上以上、、、、地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第９９９９９９９９条条条条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより意見書意見書意見書意見書をををを提出提出提出提出するするするする。。。。    

    

平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    

    

                                                                        野洲市議会議長野洲市議会議長野洲市議会議長野洲市議会議長        市木市木市木市木    一郎一郎一郎一郎    

    

衆議院議長衆議院議長衆議院議長衆議院議長    

参議院議長参議院議長参議院議長参議院議長    

内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣                宛宛宛宛    

財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣    

厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣    



意見書第意見書第意見書第意見書第１１１１４４４４号号号号    

    

    

    

２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年４４４４月月月月からのからのからのからの消費税消費税消費税消費税１０１０１０１０％％％％へのへのへのへの増税増税増税増税をををを行行行行わないわないわないわない事事事事をををを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））    

    

    

    上記上記上記上記のののの意見書意見書意見書意見書をををを提出提出提出提出するするするする。。。。    

    

    

    

    

平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    

    

    

    

    

提出者提出者提出者提出者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        太田太田太田太田    健一健一健一健一    

    

賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        野並野並野並野並    享子享子享子享子    

    

賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        東郷東郷東郷東郷    正明正明正明正明    

    

    

    



    

    

２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年４４４４月月月月からのからのからのからの消費税消費税消費税消費税１０１０１０１０％％％％へのへのへのへの増税増税増税増税をををを行行行行わないわないわないわない事事事事をををを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））    

 

これまでこれまでこれまでこれまで財政難財政難財政難財政難をををを口実口実口実口実にににに社会保障制度社会保障制度社会保障制度社会保障制度はははは、、、、医療医療医療医療、、、、介護介護介護介護、、、、障害者障害者障害者障害者、、、、保育保育保育保育、、、、生活保生活保生活保生活保

護護護護、、、、年金年金年金年金などなどなどなど、、、、全面的全面的全面的全面的なななな改悪改悪改悪改悪がががが進進進進められめられめられめられ、、、、地域地域地域地域やややや自治体自治体自治体自治体からからからから病院病院病院病院、、、、介護施設介護施設介護施設介護施設、、、、保保保保

育所育所育所育所、、、、そしてそしてそしてそして、、、、小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校やややや社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設などがなどがなどがなどが無無無無くなりくなりくなりくなり、、、、地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らららら

しししし続続続続けるけるけるける事事事事がががが困難困難困難困難になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    

全国全国全国全国どこにどこにどこにどこに住住住住んでいてもんでいてもんでいてもんでいても、、、、健康健康健康健康でででで文化的文化的文化的文化的なななな生活生活生活生活をををを営営営営みみみみ、、、、子子子子どもをどもをどもをどもを産産産産みみみみ育育育育てててて、、、、不不不不

安安安安なくなくなくなく暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けるにはけるにはけるにはけるには、、、、良質良質良質良質なななな雇用雇用雇用雇用とととと共共共共にににに、、、、社会保障社会保障社会保障社会保障のののの充実充実充実充実などなどなどなど国国国国がナショナがナショナがナショナがナショナ

ルミニマムにルミニマムにルミニマムにルミニマムに責任責任責任責任をををを持持持持つつつつ事事事事がががが不可欠不可欠不可欠不可欠ですですですです。。。。    

例例例例えばえばえばえば、、、、自治体病院自治体病院自治体病院自治体病院のののの統廃合統廃合統廃合統廃合・・・・移譲移譲移譲移譲、、、、医療医療医療医療サービスのサービスのサービスのサービスの切切切切りりりり捨捨捨捨てをやめるてをやめるてをやめるてをやめる事事事事やややや、、、、

子子子子どものどものどものどもの医療費助成医療費助成医療費助成医療費助成をををを実施実施実施実施するするするする地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体へのへのへのへの補助金補助金補助金補助金カットなどカットなどカットなどカットなど不当不当不当不当なペナルテなペナルテなペナルテなペナルテ

ィィィィーをーをーをーを中止中止中止中止するするするする事事事事などなどなどなど、、、、社会保障社会保障社会保障社会保障のののの改悪改悪改悪改悪をやめをやめをやめをやめ、、、、充実充実充実充実がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。    

そうしたそうしたそうしたそうした中中中中、、、、これまでこれまでこれまでこれまで社会保障費社会保障費社会保障費社会保障費のののの為為為為とととと理由付理由付理由付理由付けてけてけてけて消費税消費税消費税消費税が８が８が８が８％％％％までまでまでまで引引引引きききき上上上上げげげげ

られてられてられてられて来来来来ましたがましたがましたがましたが、、、、現実現実現実現実はそのはそのはそのはその全全全全てがてがてがてが法人税減税法人税減税法人税減税法人税減税によるによるによるによる財源不足財源不足財源不足財源不足のののの穴埋穴埋穴埋穴埋めにめにめにめに使使使使わわわわ

れれれれ、、、、社会保障制度社会保障制度社会保障制度社会保障制度のののの充実充実充実充実はおろかはおろかはおろかはおろか格差社会格差社会格差社会格差社会がががが広広広広がってがってがってがって来来来来ていますていますていますています。。。。    

消費税消費税消費税消費税はははは逆進性逆進性逆進性逆進性のののの高高高高いいいい不公平不公平不公平不公平なななな税制税制税制税制でもあるでもあるでもあるでもある為為為為、、、、こうしたこうしたこうしたこうした格差社会格差社会格差社会格差社会でででで苦苦苦苦しむしむしむしむ国国国国

民民民民やややや市民市民市民市民にとってはにとってはにとってはにとっては更更更更なるなるなるなる負担負担負担負担としてとしてとしてとして日々日々日々日々のののの生活生活生活生活をををを苦苦苦苦しめていますしめていますしめていますしめています。。。。    

国国国国はははは２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年４４４４月月月月からのからのからのからの消費税消費税消費税消費税１０１０１０１０％％％％へのへのへのへの増税増税増税増税をををを進進進進めようとしていますがめようとしていますがめようとしていますがめようとしていますが、、、、

国民生活国民生活国民生活国民生活やややや中小業者中小業者中小業者中小業者にににに深刻深刻深刻深刻なななな打撃打撃打撃打撃をををを与与与与ええええるるるる消費税消費税消費税消費税のののの増税増税増税増税はははは中止中止中止中止するするするする事事事事とととと、、、、法人税法人税法人税法人税

減税減税減税減税はははは中止中止中止中止してしてしてして税税税税のののの応能負担原則応能負担原則応能負担原則応能負担原則をををを強強強強めることをめることをめることをめることを求求求求めますめますめますめます。。。。    

よってよってよってよって、、、、２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年４４４４月月月月からのからのからのからの消費税消費税消費税消費税１０１０１０１０％％％％へのへのへのへの増税増税増税増税をををを行行行行わないわないわないわない事事事事をををを求求求求めるめるめるめる意意意意

見書見書見書見書をををを、、、、地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第９９９９９９９９条条条条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより提出提出提出提出するするするする。。。。    

    

平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    

    

                                                                        野洲市議会議長野洲市議会議長野洲市議会議長野洲市議会議長        市木市木市木市木    一郎一郎一郎一郎    

    

衆議院議長衆議院議長衆議院議長衆議院議長    

参議院議長参議院議長参議院議長参議院議長    

内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣                宛宛宛宛    

財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣 



意見書第意見書第意見書第意見書第１１１１５５５５号号号号    

    

    

    

マイナンバーマイナンバーマイナンバーマイナンバー制度制度制度制度のののの円滑円滑円滑円滑なななな運営運営運営運営にににに係係係係るるるる財源確保等自治体財源確保等自治体財源確保等自治体財源確保等自治体のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減をををを求求求求めるめるめるめる意意意意

見書見書見書見書（（（（案案案案））））    

    

    上記上記上記上記のののの意見書意見書意見書意見書をををを提出提出提出提出するするするする。。。。    

    

    

    

    

平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    

    

    

    

    

提出者提出者提出者提出者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        矢野矢野矢野矢野    隆行隆行隆行隆行    

    

賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        栢木栢木栢木栢木        進進進進    

    

賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        上杦上杦上杦上杦    種雄種雄種雄種雄    

    

                賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        岩井岩井岩井岩井    智惠子智惠子智惠子智惠子    

    

賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        河野河野河野河野        司司司司    

    

    

    



    

    

マイナンバーマイナンバーマイナンバーマイナンバー制度制度制度制度のののの円滑円滑円滑円滑なななな運営運営運営運営にににに係係係係るるるる財源確保等自治体財源確保等自治体財源確保等自治体財源確保等自治体のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減をををを求求求求めめめめ

るるるる意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））    

    

マイナンバーマイナンバーマイナンバーマイナンバー（（（（社会保障社会保障社会保障社会保障・・・・税番号税番号税番号税番号））））制度制度制度制度のののの導入導入導入導入にににに伴伴伴伴いいいい、、、、市町村市町村市町村市町村にはにはにはには通知通知通知通知カード・カード・カード・カード・

個人番号個人番号個人番号個人番号カードのカードのカードのカードの交付交付交付交付についてについてについてについて対応対応対応対応するようするようするようするよう求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。直接直接直接直接のカードのカードのカードのカード交交交交

付経費付経費付経費付経費であるであるであるである地方公共団体情報地方公共団体情報地方公共団体情報地方公共団体情報シスシスシスシステムテムテムテム機構機構機構機構へのへのへのへの交付金交付金交付金交付金についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度

はははは国庫補助国庫補助国庫補助国庫補助（（（（個人番号個人番号個人番号個人番号カードカードカードカード交付事業費補助金交付事業費補助金交付事業費補助金交付事業費補助金・・・・補助率補助率補助率補助率 10101010////10101010））））がががが措置措置措置措置されるされるされるされる一一一一

方方方方、、、、市町村市町村市町村市町村のカードのカードのカードのカード交付事務交付事務交付事務交付事務にににに係係係係るるるる経費経費経費経費についてはについてはについてはについては、、、、個人番号個人番号個人番号個人番号カードカードカードカード事務費補助事務費補助事務費補助事務費補助

金金金金がががが措置措置措置措置されますされますされますされます。。。。しかししかししかししかし、、、、これはこれはこれはこれは、、、、国国国国がががが平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度にににに予算化予算化予算化予算化したしたしたした 40404040 億円億円億円億円をををを、、、、

市町村市町村市町村市町村のののの人口比人口比人口比人口比でででで按分按分按分按分したしたしたした額額額額によってによってによってによって交付申請交付申請交付申請交付申請をををを行行行行うこととされうこととされうこととされうこととされ、、、、本来全額本来全額本来全額本来全額がががが国国国国

庫負担庫負担庫負担庫負担であるべきところであるべきところであるべきところであるべきところ、、、、非常非常非常非常にににに低低低低いいいい補助上限額補助上限額補助上限額補助上限額となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、自自自自ずとずとずとずと市町村市町村市町村市町村はははは

財源負担財源負担財源負担財源負担をををを強強強強いられることとなっていますいられることとなっていますいられることとなっていますいられることとなっています。。。。    

    またまたまたまた、、、、平成平成平成平成 28282828 年度以降年度以降年度以降年度以降についてもについてもについてもについても、、、、マイナンバーはマイナンバーはマイナンバーはマイナンバーは相当数相当数相当数相当数のののの交付交付交付交付がががが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる

がががが、、、、現時点現時点現時点現時点ではではではでは、、、、これらにこれらにこれらにこれらに対対対対してしてしてして十分十分十分十分なななな補助金額補助金額補助金額補助金額がががが確保確保確保確保されるのかされるのかされるのかされるのか明確明確明確明確ではではではではありありありあり

ませんませんませんません。。。。    

    そこでそこでそこでそこで、、、、政府政府政府政府においてにおいてにおいてにおいて自治体負担自治体負担自治体負担自治体負担のののの軽減軽減軽減軽減のためにのためにのためにのために、、、、以下以下以下以下のののの事項事項事項事項についてについてについてについて特段特段特段特段のののの

配慮配慮配慮配慮をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    

記記記記    

１１１１．．．．平成平成平成平成 28282828 年度以降年度以降年度以降年度以降についてもについてもについてもについても、、、、地方公共団体情報地方公共団体情報地方公共団体情報地方公共団体情報システムシステムシステムシステム機構機構機構機構にににに支払支払支払支払うううう交付金交付金交付金交付金

全額全額全額全額をををを国国国国のののの負担負担負担負担としとしとしとし、、、、充分充分充分充分なななな予算措置予算措置予算措置予算措置をすることをすることをすることをすること。。。。    

２２２２．．．．同様同様同様同様にににに、、、、円滑円滑円滑円滑なななな個人番号個人番号個人番号個人番号カードカードカードカード交付事務交付事務交付事務交付事務をををを行行行行うためうためうためうため、、、、事務処理事務処理事務処理事務処理にににに必要必要必要必要なななな人員人員人員人員

のののの確保確保確保確保やシステムやシステムやシステムやシステム整備経費整備経費整備経費整備経費などなどなどなど、、、、全額全額全額全額をををを国国国国のののの負担負担負担負担としとしとしとし充分充分充分充分なななな予算措置予算措置予算措置予算措置をををを行行行行うううう

ことことことこと。。。。    

３３３３．．．．地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの予算編成等予算編成等予算編成等予算編成等にににに支障支障支障支障がががが出出出出ないようないようないようないよう、、、、補助金交補助金交補助金交補助金交付付付付やシステムやシステムやシステムやシステム改修改修改修改修フフフフ

ローなどローなどローなどローなど、、、、円滑円滑円滑円滑なななな制度導入準備制度導入準備制度導入準備制度導入準備のためにのためにのためにのために必須必須必須必須のののの情報情報情報情報をををを適時適切適時適切適時適切適時適切にににに提供提供提供提供するこするこするこするこ

とととと。。。。    

４４４４．．．．マイナンバーマイナンバーマイナンバーマイナンバー制度制度制度制度のスムーズなのスムーズなのスムーズなのスムーズな導入導入導入導入にににに向向向向けてけてけてけて、、、、地方自治体職員地方自治体職員地方自治体職員地方自治体職員やややや地域地域地域地域のののの事業事業事業事業

者者者者にににに対対対対するするするする研修用研修用研修用研修用ガイドブックのガイドブックのガイドブックのガイドブックの作成作成作成作成、、、、研修会研修会研修会研修会のののの開催開催開催開催などなどなどなど十分十分十分十分なななな支援支援支援支援をををを実施実施実施実施

することすることすることすること。。。。    

５５５５．．．．配達配達配達配達できなかったできなかったできなかったできなかった簡易書留郵便簡易書留郵便簡易書留郵便簡易書留郵便（（（（マイナンバーマイナンバーマイナンバーマイナンバー通知通知通知通知））））のののの受取人受取人受取人受取人のののの所在調査所在調査所在調査所在調査にににに

要要要要するするするする経費経費経費経費のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減をををを図図図図ることることることること。。。。    

６６６６．．．．マイナンバーマイナンバーマイナンバーマイナンバー制度導入時制度導入時制度導入時制度導入時のののの混乱混乱混乱混乱にににに乗乗乗乗じたじたじたじた詐欺詐欺詐欺詐欺のののの防止防止防止防止やややや個人番号個人番号個人番号個人番号カードのカードのカードのカードの円滑円滑円滑円滑

なななな交付交付交付交付のののの推進推進推進推進のためののためののためののための周知広報周知広報周知広報周知広報にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを実施実施実施実施することすることすることすること。。。。    

以上以上以上以上、、、、地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法９９９９９９９９条条条条のののの規定規定規定規定によによによによりりりり意見書意見書意見書意見書をををを提出提出提出提出するするするする。。。。    

    

    平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    

    

                                                                        野洲市議会議長野洲市議会議長野洲市議会議長野洲市議会議長        市木市木市木市木    一郎一郎一郎一郎    

    

内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣    

総務大臣総務大臣総務大臣総務大臣                宛宛宛宛    

財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣    

厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣    



意見書第意見書第意見書第意見書第１１１１６６６６号号号号    

    

    

    

ブラッドパッチブラッドパッチブラッドパッチブラッドパッチ療法療法療法療法のののの保険適用保険適用保険適用保険適用およびおよびおよびおよび脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症のののの治療推進治療推進治療推進治療推進をををを求求求求めるめるめるめる意意意意

見書見書見書見書（（（（案案案案））））    

    

    

    上記上記上記上記のののの意見書意見書意見書意見書をををを提出提出提出提出するするするする。。。。    

    

    

    

    

平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    

    

    

    

    

提出者提出者提出者提出者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        梶山梶山梶山梶山    幾世幾世幾世幾世    

    

賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        栢木栢木栢木栢木        進進進進    

    

賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        矢野矢野矢野矢野    隆行隆行隆行隆行    

    

        賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        岩井岩井岩井岩井    智智智智惠子惠子惠子惠子    

    

        賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        河野河野河野河野        司司司司    

    

        賛成者賛成者賛成者賛成者    野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員野洲市議会議員        上杦上杦上杦上杦    種雄種雄種雄種雄    

    



    

    

ブラッドパッチブラッドパッチブラッドパッチブラッドパッチ療法療法療法療法のののの保険適用保険適用保険適用保険適用およびおよびおよびおよび脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症のののの治療推進治療推進治療推進治療推進をををを求求求求めるめるめるめる

意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））    

    

脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症はははは、、、、交通事故交通事故交通事故交通事故、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ外傷等外傷等外傷等外傷等、、、、身体身体身体身体へのへのへのへの強強強強いいいい衝撃衝撃衝撃衝撃によりによりによりにより、、、、脳脊脳脊脳脊脳脊

髄液髄液髄液髄液がががが漏漏漏漏れれれれ、、、、頭痛頭痛頭痛頭痛、、、、めまいめまいめまいめまい、、、、吐吐吐吐きききき気気気気、、、、倦怠感等倦怠感等倦怠感等倦怠感等のののの様々様々様々様々なななな症状症状症状症状がががが発症発症発症発症するするするする病気病気病気病気ですですですです。。。。

そのそのそのその症状症状症状症状はははは、、、、外見的外見的外見的外見的にはにはにはには見見見見えないためえないためえないためえないため、、、、医療現場医療現場医療現場医療現場やややや交通事故時交通事故時交通事故時交通事故時のののの保険関係者保険関係者保険関係者保険関係者のののの無無無無

理解理解理解理解にににに、、、、患者患者患者患者及及及及びびびび家族家族家族家族はははは肉体的肉体的肉体的肉体的、、、、精神的精神的精神的精神的なななな苦痛苦痛苦痛苦痛をををを味味味味わってきましたわってきましたわってきましたわってきました。。。。    

    国国国国はははは、、、、平成平成平成平成 19191919 年年年年にににに厚生労働省研究班厚生労働省研究班厚生労働省研究班厚生労働省研究班をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、平成平成平成平成 23232323 年年年年にはにはにはには脳脊髄液減少脳脊髄液減少脳脊髄液減少脳脊髄液減少

症症症症のののの一部一部一部一部であるであるであるである「「「「脳脊髄液漏出症脳脊髄液漏出症脳脊髄液漏出症脳脊髄液漏出症」」」」のののの診断基準診断基準診断基準診断基準がががが定定定定められましためられましためられましためられました。。。。またまたまたまた、、、、平成平成平成平成 24242424

年年年年にはブラッドパッチにはブラッドパッチにはブラッドパッチにはブラッドパッチ療法療法療法療法がががが「「「「先進医療先進医療先進医療先進医療」」」」としてとしてとしてとして承認承認承認承認されされされされ、、、、平成平成平成平成 26262626 年年年年 1111 月月月月にににに行行行行わわわわ

れたれたれたれた先進医療会議先進医療会議先進医療会議先進医療会議においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、ブラッドパッチブラッドパッチブラッドパッチブラッドパッチ治療治療治療治療のののの有効率有効率有効率有効率はははは 82%(52782%(52782%(52782%(527 件中件中件中件中 432432432432

例例例例がががが有効有効有効有効))))とととと報告報告報告報告されたところですされたところですされたところですされたところです。。。。さらにさらにさらにさらに、「、「、「、「外傷外傷外傷外傷をををを機機機機にににに発生発生発生発生するするするする、、、、脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液のののの

漏漏漏漏れれれれ」」」」のののの診断基準診断基準診断基準診断基準のののの研究研究研究研究がなされておりがなされておりがなされておりがなされており、、、、ブラッドパッチブラッドパッチブラッドパッチブラッドパッチ療法療法療法療法のののの保険適用保険適用保険適用保険適用がががが切切切切にににに

望望望望まれますまれますまれますまれます。。。。    

    よってよってよってよって、、、、国国国国においてはにおいてはにおいてはにおいては次次次次のののの事項事項事項事項についてについてについてについて早期早期早期早期にににに実現実現実現実現されるようされるようされるようされるよう強強強強くくくく要請要請要請要請いたしいたしいたしいたし

ますますますます。。。。    

記 

１１１１．．．．脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液減少症減少症減少症減少症のののの治療法治療法治療法治療法であるブラッドパッチであるブラッドパッチであるブラッドパッチであるブラッドパッチ療法療法療法療法（（（（硬膜外自家血注入療法硬膜外自家血注入療法硬膜外自家血注入療法硬膜外自家血注入療法））））

をををを保険適用保険適用保険適用保険適用とすることとすることとすることとすること。。。。    

２２２２．．．．厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの研究事業研究事業研究事業研究事業においてにおいてにおいてにおいて、、、、18181818 歳未満歳未満歳未満歳未満のののの症例症例症例症例をををを加加加加えることえることえることえること。。。。    

３３３３．．．．脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症のののの早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期治療早期治療早期治療早期治療のためのためのためのため、、、、医療関係機関医療関係機関医療関係機関医療関係機関へのへのへのへの情報提供情報提供情報提供情報提供をををを

徹底徹底徹底徹底することすることすることすること。。。。    

    

以上以上以上以上、、、、地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法第第第第９９９９９９９９条条条条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより意見書意見書意見書意見書をををを提出提出提出提出しますしますしますします。。。。    

    

    平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日    
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内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣    

厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣            宛宛宛宛    

文部科学大臣文部科学大臣文部科学大臣文部科学大臣    

    

    


