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 2017 年は、日本国憲法の施行、地方自治法の制定から 70 年目にあた

ります。戦後憲法は、国民主権、基本的人権、平和主義、立憲民主制と

並んで、地方自治を基本原理に据えました。住民自治と団体自治からな

る「地方自治の本旨」（92 条）、議員と長の直接選挙制（93 条）、自治体

の条例制定権の保障（94 条）、などです。日本国憲法とその下で地方自

治法が制定され、日本の平和と民主主義、地方自治が一定の大きな発展

と定着をみました。 

しかしながら、今日、とりわけ安倍政権下で、憲法と、それに基づく地方自治も相当

危機的な状況にあります。憲法は、集団的自衛権の閣議決定（2014.7）、安保法=戦争法

の強硬採決（2015.9）、共謀罪法の成立（2017.6）に続いて、第 9条改悪への動きが活発

化しています。 

一方、地方自治は、21 世紀に入り、「地方分権」の名の下に進められた平成大合併、

地方財源大幅削減の「三位一体改革」、「官から民」への新自由主義による規制緩和・民

営化路線、生活権・社会権分野での国の責任放棄による自治体と住民への責任転嫁、国

が決めた集中改革プランへの強制など、新保守主義・新国家主義の潮流も明らかになっ

ています。 

「住民と自治」 2018 年 3 月号付録 
会報 : 「東三河のくらしと自治」 

2018 年 2 月 10 日 第 64 号 
発行 : 東三河くらしと自治研究所 
発行人 : 宮入興一 (代表世話人) 
住所 : 豊橋市中柴町 100-1 
東三河労連内 : 0532-54-2011 



東三河くらしと自治研究所・会報              年 月 日 号

「東三河くらしと自治を考える集会」は、こうした地方自治の逆流の動きが始まった

2009 年、2010 年、2013 年に実施されました。その後、東日本大震災、原発再稼働、東

三河広域連合の動きなど個々の懸案の対応に追われ、東三河地域で生起している諸問題

への総合的な目配りと問題点の深堀は進みませんでした。 

しかし、今日、東三河でも、医療・介護・年金など社会保障の一段の改悪、子育てや

教育環境の悪化、国の地方創生戦略と結びついた公共施設の再編・統合化問題、農業・

農村・食糧問題の深刻化、不安定雇用の増大と労働者の基本的権利の侵害など、市民の

生命とくらし、地域の経済社会をめぐる状況の悪化が、広く、深く進行しています。 

そこで、私たちは、4 年ぶりに、東三河で生じている諸問題を丸ごと捉え、社会的な

問題意識の発揚と市民の連帯を強めていく機会を積極的に持ちたいと考え、「東三河くら

しと自治を考える集会 2017」を企画しました。本日の集会が、現在の歴史的転換期にお

いて、東三河地域の大多数の市民の生命とくらしを守り、市民による地域の連帯と地方

自治発展の大きなきっかけになることを期待しています。 

記念講演・・・ 

地方自治は誰のものか 

「医療、介護を利用者の視点で考える」 

講師 長友 薫輝 氏 (津市立三重短期大学教授) 

 

長友先生は、①地域にないものがあったらないものを作っ

ていくという発想、②いまあるものを有機的につなげるとい

う発想、③そのことを通じて社会をかえていくこと、これが

行政の視点で考えても、地域住民の視点で考えても、行政職

員や専門職の方々のサイドから考えても大事であると指摘。

社会福祉学は「国民生活の実態」から出発しており、憲法の

理念を具体化したもので基本的に運動論的性格を持っていることなど、ユーモアを交

えて大変わかりやすく話して頂きました。 

社会保障の経済波及効果と雇用誘発効果・・・ 

道路などのインフラ整備も大事ですが、経済的効果からみれば社会保障の方が地域に

お金が落ちて仕事が増えることがはっきりしています(H.22 年度版厚生労働白書でも指

摘)。雇用誘発効果を見ると、東京都以外、殆どの地方において医療、介護の雇用者割合

が 1 番高く、2 番目が福祉の分野で、私たちの生活にとって本当に大事な分野です。さ

らに、教育、公務員と続いています(2014 年版総務省データより)。大きな工場が目につ

きますが、日常的な分野がいかに大事なものであるかがお分りでしょう。 
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社会保障予算の 9割は社会保険・・・ 

社会保険には医療、年金、雇用、労災、介護の 5つがあります。 

1 番新しい社会保険が介護保険で 2000 年 4 月から始まりました。社会

保障予算の残り 1 割が公衆衛生と狭義の社会福祉(児童・障害者福祉

等)、生活保護です。年金は 2004 年の年金改革法で保険料を上げ、逆

にサービスを下げていくことが決まって、その改革で進められていま

す。すでに厚生年金保険料が今年 9月から 18.30%になり、サラリーマンは、ほぼ給料の

1 割(9.15%)を負担しています。雇用保険についても国が出すお金を抑えることをやって

います。社会保険の中でお金がかかるのは、医療と年金、介護です。年金はすでに改革

を進め、後は医療と介護に関する改革です。医療と介護は来年から大きく仕組みが変わ

ります。国民にその仕組みを知らせず、しかも予算額が決まるのは、来年 3月直前です。

自治体の担当者は厳しい状況の中で仕事をさせられることになります。 

人を排除しないことが社会保障の大原則・・・ 

いろいろな社会的マイノリティ、性的マイノリティ(LGBT)、障害者の人たちなどが生

きやすくなれば国民全体の生活の底が上がります(LGBT は国民の 6～7%で左利き、AB 型

の人と同数程度)。その発想を持つのが社会保障です。排除より包摂です。社会保障とは

そもそも「ゆりかごから墓場まで」と言われています。これはベヴァリッジ報告という

レポートがありますが、その発想です。安倍政権がキーワードで最近言っている「全世

代型社会保障」はおかしな話です。社会保障はそもそも全世代型です。今の政策の方向

性は、川上から川下へ、医療から介護へ、そして介護から地域へという流れです。これ

は社会保障に国がお金を出したくないという政策で、公的医療抑制といいます。医療に

お金を出さないという政策は、1980 年代からずっと続いています。医療とか介護にお金

を回すと経済が成長しないという考えです。今後、①高齢者が増える。②すると医療費

が増える。③膨らんだ医療費で国家財政が圧迫される。一見わかりやすい三段論法(医療

費亡国論)です。こうした考え方で医療に対する国のお金を抑える政策を続けてきたので

す。しかし、これは実際はあり得ない話で、出さないための理屈です。 

新たな公的医療費抑制について・・・ 

来年 4 月から新しい政策が始まります。2 年前(2015 年)に医療保険制度改革関連法を

作って、徐々に準備を進めてきました。地域医療構想の策定と地域包括ケアシステムで

す。入院期間を短くして、地域で受け止める体制として地域包括ケアシステム、その整

備を市町村でやることになっています。地域住民が講習を受ければ一定の医療行為を可

能にする流れで進んでいます。専門職の仕事を安い費用でやらせようとしています。ま

ちづくりの一環として地域包括ケアシステムを作るべきだと思いますが、その視点はあ

りません。医療費、介護費を抑えたいという発想です。最近、厚生労働省ＯＢの人たち

も医療費、介護費抑制について、あまりにも自己責任とか、助け合いに依存しすぎでな
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いかと心配の声を出しています。地域医療構想が川上、地域包括ケアシステムが川下、

そして医療費の管理も都道府県にして、医療費をコントロールすることが来年度から始

まります。 

診療報酬、介護報酬が来年度から改定されますし、国民健康保険の都道府県単位化が来

年 4 月から始まります。国保の運営が厳しいのは基本的に国がお金を出さない政策を続

けているからです。1984 年に医療費抑制策を始めた時から直近までを見ると、国の出す

お金が半減しています(84 年当時 50%、現在 25%位)。国保財政が厳しいのは国がお金を

出さないからであることははっきりしています。 

高齢化社会危機論はフィクション・・・ 

何となく高齢者が増えて大変だと思っている方が多いと思いますが、社会の費用負担

は今後も変わらないことははっきりしています。よく「肩車社会」とか言っていますが、

そんなことはないのです。研究者たちが指摘してきたのはそれは「ありえない」という

ことです。働いている人と働かない人の割合は、今もこれからも「変わらない」。確かに

年金が少ないからとか、女性も働かなくてはという状況もあります。しかし、いずれに

せよ、社会全体の費用負担割合は変わらない。「高齢化社会危機論」というのは、ずっと

以前からあったフィクションです。 

在宅、地域にシフトすれば安上がりになるというのは幻想・・・ 

「地域包括ケアシステム」では、医療、介護費用は抑制できません。在宅とか、地域

にシフトすれば安上がりになるというのは幻想です。専門職のサービスからそうでない

人に移そうと思っても限界があります。入院から在宅へとか、川上から川下へと患者、

利用者を流していく発想では費用はよりかさみます。少なくとも 2 倍以上になるとする

試算も沢山あります。入院というのは医療資源や人的資源を非常に効率的に活用するこ

とができます。いま政策的にやろうとしていることは本末転倒です。学問的にはすでに

決着がついています。 

医療、介護のマーケット化・・・ 

それでは、なぜ新たな医療抑制とか、医療、介護保険制度を変えるのか、それは医療・

介護の市場化、産業化が狙いです。市場化、産業化を安上がりだとして進めようとして

いますが、国が出すお金は後で必ず増えます。宇沢弘文先生(経済学者)は医療とか社会

保障は社会的共通資本と言っています。公立病院を新しく建て替えた時が大体民間企業

が入り込む時です。企業からすれば税金で病院を建て、経営だけ企業がやれば、こんな

楽な儲け口はないのです。 

患者、利用者の視点からお話をしましたが、働く人、地域住民の視点から地域、まち

づくりを考えることを、社会保障の一環として考えていただければと思います。 
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第１分科会「医療・介護を患者・利用者の視点で考える」 

参加者：44 名 司会：保木井秀雄 氏（研究所世話人） 

報告者：阿蘓広志 氏（すこやかの里施設長） 

勝山晋吾 氏（豊橋市民病院患者総合支援センターMSW） 

助言者：長友薫輝 氏（津市立三重短期大学教授）、牧野幸雄 氏（研究所副代表） 

記録者：小山悟 氏（研究所世話人） 

 

はじめに介護の立場から、阿蘇氏による「介護はどうなるのか、介護保険制度の現状

と課題」についての報告をいただき、2000 年にスタートした国の介護保険制度は「介護

の社会化」「利用者本位」をうたい文句に、介護を社会全体で支え、「家族介護の負担

軽減」「老後の不安解消」といったものでした。 

しかし、3 年ごとの改定により、介護報酬の削減や利用者負担の増大など、安倍政権は

社会保障費削減のもと要支援者のみならず要介護者まで保険外しにするなど、徹底した

給付抑制と自助・互助を強調し「介護の社会化」を完全に放棄しようとしています。社

会保障といえなくなってきた介護保険制度の抜本的改善を求めて

声を上げましょうと訴えられました。 

 次に医療の立場から、勝山氏による「豊橋市民病院の退院支援

における MSW の役割と多職種連携」についての報告をいただき 

ました。 

「小児から高齢者まで多岐にわたる患者の退院支援に、本人や家

族と面接し患者の抱える経済的、心理的、社会的問題などについ

て院内スタッフや各関係機関と援助計画を立て側面支援により問

題解決・調整を援助し、市や地域支援医療機関、介護支援事業所、

ケアマネ、地域包括、訪問看護等などと連携強化を広げ、入院から退院・在宅へと安心

して社会復帰の促進を図っていけるよう目指しています。」と話されました。 

 

 

・ ユーモアあるお話で時間

・ ユーモアあるお話であっという間に時間が過ぎた。介護保険の目的や医療保険制度改革関

連法の目的が医療費の抑制にあること良く分かった。

・ 今まで考えていたことが良い意味で変わった。今回の講演に参加して良かった。

・ 長友先生の講演はわかりやすく勉強になった。今まで勉強して来たことと違っていた。

・ 介護保険の問題点や将来的な話が大変勉強になり、介護保険に対するイメージが変わった。

・ 社会保障は、公共事業より経済波及効果があることも知ることができた。ケアマネとして

何がその中で出来るのかを考えていきたい。

参加者の感想文より 
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休憩を挟み、参加者からの声をいただき 12 名の方が発言されました。 

・外国人介護士や介護ロボットの導入について。 

・団塊の世代だが今のサービスは受けたくない。 

予防みたいな目新しいサービスはあるのか。 

・市民病院に 3ヶ月入院していたが、退院させられてしまった。 

・介護保険料を払っていないので、どうすれば良いのか 

わからない。 

・障害者施設に入っているが、65 歳になると 

介護サービスになるのか。 

・脳出血で豊橋市民病院に 2ヶ月入院後、介護療養医療施設へ 

 転院、その後在宅へと言われているが、介護医療院とはどんなところなのか。 

・介護士が少なく対応してもらいにくい。医師もこちらから強く依頼しないと来て

くれない。患者のリハビリも寝たきりの人にはサービスが悪い。 

・元看護師：病院にいたとき、国の制度変更により患者を早期退院させる悲しさや、

年金者でも介護保険料を引かれるのが辛い。国は将来のためと言うが家はあるが

少ない年金では払えない。 

・ヘルパー：要支援者を市で面倒を看るようになったが、2割カットで始まるため市

は現状維持と言うが、来年の診療報酬の改悪により給料を下げられるのではない

かと不安。 

・広域連合になったとき、介護保険がどうなるのか心配。 

・デイサービスは潰れたところもあるが増えているところもある。営利目的のとこ

ろが増えているのか介護者のことを考えず、賃金は安くサービスは減少など採算

ベースで考えているところが増えている。 

などの声があり、助言者の長友先生や牧野副代表、阿蘇氏、勝山氏などから 

一つ一つそれぞれに回答説明がなされました。 

まとめでは、2000 年の介護保険制度導入（改悪）により、府県レベルでは個人の

ことをわからないので市町村で確認をすると、市役所でも窓口の人が非正規職員に

なっていて、正規職員は市民のことについてわからなくなってきている。今後広域

連合になったときに今まで以上に市民の声が届かなくなる。豊橋市主導になっても

困ると市民からの声も上がっている。 

 このような厳しい現状の中で、自宅を開放してサロンをボランティアでしている

方や障害者支援センターを借りて交流会サロンをしている方など、デイサービスに

いけない人や要支援の人となじめない人などを受け入れている方たちからの報告も

ありました。 

救いは省庁や県にも政権派と市民派と別れていて、市民の声が全く届かないわけ

ではないので、これからの運動にうまく市民派を取り込み、市民との共同の運動も

必要になってくるでしょう。 
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第２分科会「子育てするなら東三河、めざして」 

参加者：19 名 司会：河合やちよ 氏 報告者：斎藤啓 氏（豊橋市議） 

報告・助言者：原田明美 氏（名古屋短期大学教授）記録：中西光江 氏(豊橋市議) 

 

「現在の子育てに何が大切、必要なのか」をテーマに、原田明美

先生のお話を伺いました。まず始めに原田氏は、小西行郎小児科医

が研究されている「赤ちゃん学」の中から「赤ちゃんは忙しい。

わざわざ教育する必要はない。子どもは自ら活動し学ぼうとして

いる。子どもがやりたいと思う気持ちを育てるのがよい。」という教

えを紹介していただき、「お母さんは子どもを理解し、見守るだけで

いいんだよ。」と言われました。また、「子どもはたくさん失敗して

成長する。失敗を保障してあげたい。楽しい遊びをいっぱいさせて

生きる意欲を育ててあげたい。楽しかった体験がその子の人生を支えていくことになる。」

と、大切にしたい子育てのポイントについて話されました。

次に現在の子育てに視点を移し、子育てが自己責任になり親が追いつめられているこ

とや、貧困な家庭ほど孤立しがちになっている現状を話され、社会の中で子どもたちを

大切に育てていくための子育て支援の必要性について、また、保育園、学校、地域で安

心して楽しく子育てが出来るように親同士をつなげ、孤立させない取り組み、さらに子

どもの貧困に気づいたら行動して行政につなぐことの重要性も強調されました。

最後に原田氏は、「愛知子どもの生活実態調査」に参加され、学校の授業がわかるとい

うことが、親の所得や家庭の学習環境に大きく影響していることわかったと言われまし

た。まず、貧困家庭では勉強部屋がない、学習机がない、勉強時間が０時間、勉強出来

ない環境で生活している実態が明らかになったということです。貧困の影響が子どもの

成長を阻み、一生にかかわる重大な問題であると、その対策の緊急性を求められました。

豊橋市議会議員の斎藤啓氏からは、「子ども調査と豊橋の取り組み・その課題」をテー

マにお話を伺いました。始めに市内の小学校で起きた体罰事件についての報告がありま

した。新聞報道後直ちに、議会に事実を明らかにするよう申し入れたこと、議会質問で

も「学校での体罰問題」を取り上げ、市が「教育の現場に体罰はあってはならない。言

葉の暴力もだめ。」ときっぱり答弁をしたことなどです。今後、子どものこころのケアに

努め、保護者へは誠実に対応をしていくことを求めたそうです。

次に豊橋で実施した子ども調査の話では、愛知県の子ども調査に合わせて、市独自に

サンプル数を増やして取り組むことになった背景に、２０１４年に起こったネグレクト

による子どもの死亡事件があったことが大きいと言われました。調査の結果、生活困難

な家庭の子どもほど、自己肯定感が低いことが明らかになったそうです。今後の子育て

支援の取り組みには、貧困家庭への学習支援、経済的支援（給付制奨学金、子ども医療

費無料化制度の拡充等）、保健師・児童支援員等の増員が重要ということでした。

最後に斎藤氏は、「子育てを楽しみながら広い視野を持つこと、身近な取り組みを進め

ることの複眼の視点を持って子育てすることが大切。」と言って終わりました。 
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その後分科会の話し合いの中で、両氏の話から、「乳幼児の保育の大切さ、地域の連携

で子育てしていくことの大切さを学んだ。」という感想が多く聞かれました。また参加者

が保育士、学童関係者、学校関係者などそれぞれ子どもに関わる方たちばかりで、現場

での気になる保護者や子どもの様子も報告されました。

第２分科会では、保護者に寄り添って子育てを支えていくことが本当に重要であること、

子どもの豊かな成長を保障するためにも子育て支援の充実が待ったなしということが、

参加者の共通認識になったと思います。

今回福祉の最前線で頑張っている皆さんと共に学び合うことが出来ました。今後の取

り組みにつなげさらに発展させていきたいと思いました。

第３分科会「どうなる、どうする日本の農業・食糧」 

参加者：17 名 司会：中野昌尚氏（研究所監事） 

報告者：森博勇 氏（研究所副代表）、野澤利彰 氏、近藤富義 氏 

助言者：本多正一 氏（農民連）、記録：菊池亮輔 氏（豊橋市職労） 

             

第 3 分科会は、「どうなる、どうする日本の農業・食糧」

ということで、農家さんだけでなく、主婦、市職労の方な

ど、農業について興味をもっている様々な方に参加いただ

きました。中には現在の豊橋市農業委員を務められている

方もいました。参加人数は報告者の方を除いて 10 人ほどで

したが、非常に有意義な分科会だったと思います。 

まず、元愛知学院大学の森先生から、日本の農業・食糧

をとりまく問題について報告がありました。日本が今現在アメリカの戦略にのっていて、

そこには農業の問題だけでなく経済変動の問題が絡んでいること。経済の成長の代償と

して農業が打撃を受けていること。国の根幹である農業をないがしろにする国の経済施

策は本末転倒であること。政府がいかに農業をないがしろにしているか。などについて、

戦後から現在までの日本の農業政策や、世界各国の自給率・輸入率の推移等に触れなが

ら、丁寧に説明していただきました。手書きのレジュメやグラフ等のわかりやすい資料

を用意していただいたため、主婦の方や市職労の方等農業をやっていない方にもわかり

やすい説明だったと思います。皆さんも熱心に森先生のお話を聞いていました。 

その後、農事組合法人を設立して大規模に稲作を行っている野澤利彰さんと、元豊橋

市農業委員でもある大規模酪農農家の近藤富義さんから、豊橋における大規模酪農農家

と大規模稲作農家の現状と課題について報告をいただきました。 

野澤さんからは、最初は稲刈り等の作業受託が多くそれで収益を得ていたが、コメの

単価が下がるにつれコメ作りをやめる農家さんも多くなり、結果作業受託が減り、現在、

借地が増えて飽和状態となっているが、自分たちしかやれる人がいないため頑張ってや

っている。補助金も目減りしているため現在非常に大変な時期である。 

にも拘わらず、大きな農業機械を乗り回し見た目が派手であるため、嫌がらせを受ける
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ことも多々ある。息子が後を継いでくれ、現在農事組合法人の代表は息子になっている。

大変だと思うが、やるからにはしっかりやってほしいと思っている。などと、豊橋にお

ける大規模稲作農家の現状について報告をいただきした。  

近藤さんからは、東三河では自分が発酵飼料を始め、当初はランニングコストが高か

ったが徐々にランニングコストも下がってきたし、何年も続けてやっと配合もわかって

きたため良いものが作れるようになってきた。税理士に言われ嫌々法人化したが、その

おかげで従業員も集めやすくなり、国立大出身者等も来てくれるようになった。従業員

として外国人を雇ったこともあるが、やはり日本の子の方が一生懸命やってくれる気が

する。24 時間 3 交代で乳をしぼるため、意思疎通を図るためにミーティングを月に一度

はするようにしている。豊橋の酪農家は元気な人がいない。やめていく人も多い。自分

は今が一番面白い。などと報告をいただきました。 

各分野で豊橋でも有数の農家さんであるお二人の話はとても興味深く、皆さん熱心に

聞いていました。 

その後、短い休憩をはさみ、意見交換を行いました。 

農家さんである報告者のお二人に対する他の参加者からの質問や、農業制度についてこ

れからどうするのかという意見、主婦の方からの素朴な質問等様々な意見が交わされま

した。森先生からの追加の説明も入り参加者全員が一度は意見を言う中で、司会の中野

さんが舵をとり、「地域経済で一番貢献しているのは農業であるにも関わらず、将来の展

望が持てないとして農家が衰退している。若い人にやる気をもってもらうためには、国

の施策が大事であるが、施策を行うためには国民の理解も大事。今日の話だけでも分か

るように農家の現状や農業を取り巻く状況について、国民が知らないことが多すぎる。

生産者と消費者をつなぐ情報公開をもっと行っていき、生産者消費者一体となって国に

施策を求めていく活動を行うことが、今後の日本の農業には必要なことである。」との意

見をまとめることができました。意見交換も活発に行われ、参加した人すべてにとって

非常に有意義な分科会になったと思います。 

 

第４分科会「公共施設の再編と街づくりについて」 

参加者：17 名 司会：清水芳卓 氏(研究所副代表) 

報告者：佐藤郁恵 氏（豊川市議）、鈴木みさ子 氏（豊橋市議）、日恵野佳代 氏（蒲郡市議） 

助言者：宮入興一  氏（研究所代表）、記録：渡辺達郎 氏（研究所副代表） 

 

○前半は、東三河の各地域における公共施設の統廃合の様子が報告されました。 

１．豊川市の場合 

  旧宝飯郡の各町との合併によって、市全体から見れば機能

の重なる施設が増えたため、旧宝飯郡内の「老人憩いの家」

「児童館」「保育園」「文化会館・ホール」などが、統廃合
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の対象とされています。また、将来の人口減に備えて地域を再編するという国の方針

もあり、名鉄八幡駅周辺を中心にイオンモールの進出や新大型文化会館の建設などを

進める大型開発方針を明らかにしています。 

 

２．豊橋市の場合 

    「公共施設管理方針」が出され、市の資産を経営の観点で管理・活用するために施

設の長寿命化や集約化、統廃合を含めた既存施設の用途変更などが目指されています。

また「立地適正化計画」によって市街化区域の中に福祉、医療、商業等の都市機能誘

導区域と居住誘導区域を定めることにしています。 

３．蒲郡市の場合 

  中学校区単位で施設の複合化が進められていますが、市が地元住民を集めて統廃合

の議論をさせています。この中には市に雇われたファシリテーター（議論のまとめ役）

が入っていますが、表向きは、さも地元住民自身が結論を出したように装われていま

す。 

４．新城市の場合（分科会参加者、新城市議のＴ氏より） 

  人口減、高齢化が問題視されており、総合管理計画が策定されています。公共施設

の延べ床面積の 30％減、維持管理費の 30％減などが言われています。 

※人口減と少子高齢化が出発点で、施設の維持費・延べ床面積の各 30％削減が共通して

います。利用者の立場を考えず、行財政の効率化だけを頭に置いているのも共通点で

す。 

○後半は、参加者の発言。地域での動きなどが出されました。 

＊文化施設などの統廃合 

  豊川市の施設を実際に利用している立場から、「利用し

易い規模で、音響の良い施設もある。無くなるのは困る。」

「各地域で、地元住民の芸能祭や民謡、踊りなどの文化発表

会をやるときに、居住地域から遠い会館でやろうとしても成

り立たない。」「経費の削減が、住民の要望よりも優先され

るのはおかしい。」などの反対意見が続きました。 

＊小中学校の統廃合についての影響では、田原市の具体例が印象に残りました。 

  田原市では小規模校「廃止」で進んできましたが、見直しがされようとしています。

理由は、①学校としての適正規模が不明確、②遠距離通学の子どものためのスクール

バス借り上げ費用が 1700 万円くらいかかる、③部活動もあるのでスクールバスが対応

できず、部活動に制約が出る、④自治コミュニティー（小学校区）が壊れる、などだ

そうです。 

＊インフラについて、維持管理の観点から施設の複合化はコスト面で有利との話があり

ました。それに対して、下水道、橋、道路などはないと困るので削る話にはならない

というところ（蒲郡市）や、特定の地域に都市機能を集めてそこに人口を集中させる

ことで、周辺部では保育園、バス路線もやがてなくし、それにつれてインフラも自動
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的になくなっていくのではないかとの見方をするところ（豊川市）もありました。 

 

＊助言者より 

  公共施設の統廃合の基は国と財界が進める方針にあります。財政的理由だけで生活

が犠牲にされては本末転倒。今だけの問題ではなく、子どもやその後の時代にも影響

を与える大事な問題だと捉え、分かりやすい説明と提案をして、一緒に考える人を増

やしていくことが必要です。 

 

第５分科会「働くものの権利とよりよい働き方を求めて」    

参加者：20 名 司会：岩瀬康一 氏（研究所副代表）、報告者：土井政美 氏（元中学校教師） 

報告・助言者：谷藤賢治 氏（愛知建交労委員長）、記録：伊藤英一 氏（研究所世話人） 

 

１．「安倍流『働き方改革』と“ブラックな働き方”の実態」提起：谷藤賢治 氏

谷藤さんからは、少子高齢化による高齢労働者の増加、国際化で

増える外国人労働者、職場でのパワハラ・いじめの横行、人権侵害

など、労働環境をめぐる実態が示されました。その対応として、Ｉ

ＬＯ条約や国際グローバルコンパクトなどの国際ルールの適用に

よる適正な労働市場構築の必要性が提起されました。

 参加者からの発言では、①技能実習と称して契約書もなく最低賃

金以下の時給で働かされている外国人労働者の違法労働実態が、大

葉の温室など東三河でも起きている。②労働基準監督署では、定員

削減の影響で、１労基署４～５人の監督官が１～２万もの事業所を

受け持つ、相談窓口は再任用や非正規が対応するなど、労働者を守る業務が十分に機能

していない。③自治体職場では長時間労働による疲弊や非正規職員の比率増加、安全よ

り安上がり優先の実態がある。④トヨタ自動車のような大企業は良くても、２次・３次・

４次の下請けでブラックな実態が続いている。⑤若い世代が希望を持てるように、最低

賃金引き上げや中小企業支援などで安心して働き続けられるように、そして、生きるた

めに働く職場が原因で労働者が亡くなることをなくしたい、などが報告されました。

前半まとめとして、「１９９７年から労働者の賃金は下がり続け、大企業の内部留保は

増え続けている。安上がり中心で、目先の利益にとらわれすぎている。数年先を見据え、

地域経済の循環にも配慮すべき。そのためにも国際ルールによる適正な働き方が大切だ。」

と発言がありました。

２．「中学教師の実態」提起：土井政美 氏（西三河、元中学校教師） 

元中学校教師の土井さんから、「ある教師の１日」が紹介され、子どもと向き合うだけ

でなく、部活動や行事などに忙しい中、月１００時間超、８０時間超などの長時間勤務

が放置されている実態や、部活は麻薬のようなもので入賞喜ぶ校長のためさらに頑張っ

てしまうこと、教育現場は出世競争と差別・選別が実態で、ヒラメ教師がいる一方、家
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講座時間：午後１時 分～４時 分（受付１時）

会場：アイプラザ豊橋 ３０７会議室

参加費：会場代、資料代 カンパ

第３回：４月 １４日（土）「地域交通問題」

講師 可児 紀夫 氏（元東海研事務局長）

第４回：５月 １２日（土）「地方行財政の新しい動向」

講師 宮入 興一 氏（研究所代表世話人）

庭事情などでいい人ほど早く退職してしまうこと、などの報告がありました。

 参加者からは、①教師の過酷さはわかった。子どもが後回し、

ないがしろにされていないか気になる。子どものために頑張る

教師を増やせるように学校の体質を変えないといけない。

②学校用務員から見ると、子どもと向き合う時間よりも研修や

報告が増えていている。豊橋では部活の朝練習を禁止した。変

化はある。

③給食調理員だが、現場で完成させるメニューがあったり、食品アレルギーに気を付け

ていても、お代わりする時に誤って口にする場合がある。教師に余裕がない中で、調理

員が教室に入るなど、協力できることがあればしたい。

④外国語補助講師が派遣されているが、労働条件が心配。今後は派遣がなくなり担任教

師に負担が増える心配もある。⑤土井さんのように子ども中心の教師が増えると良い、

などの発言がありました。

 最後に、司会から「教師には残業代が出ないと法律で決まっているが、出るようにな

れば抑止力になる。今の在り方に疑問を持つことが大事で、別の見方を知ることでおか

しいと思うことがある。そのためにも労働組合運動が大切になる。」とまとめがありまし

た。


