医療・福祉守る選択を

鉄道・高速道路建設など
のムダな大型開発に費や
されることになる︒

た︒さらに︑維新の会が

住民サービスが削られ

医師や住民の願いを実現

めの重要な選挙だ︒歯科

政や府政に審判を下すた

活に追い討ちをかける国

迫る統一地方選挙
国政では自公政権が医療大改悪法案を今国会に提出し︑大阪では大阪市廃

進める﹁大阪市廃止・解

する政党・候補者を選択

大阪市議︑堺市議選挙が︑同 日投票で各市町村の首長・議員選挙が実施さ
れる︒統一地方選では︑国政や府政を展望した政治選択が求められている︒

オサカ﹂である︒都構想

は︑大阪経済

市民講座

保険でよい歯科
医療を大阪連絡会

今号に同封

的な体制を構築しようと

げな経済政策である︒

カジノ誘致のような怪し

﹁二重行政﹂など役所の

政 が 失 敗 し た 原 因 を︑

都構想が実現されてし

てられた政策に︑成果を

な︑粗雑な総括の上に立

体質のためとするよう

しかし︑道州制は都道府

道州制を提唱している︒

に︑維新の会は一貫して

な お︑ 都 構 想 と は 別

ある︒

確定申告書

を提出して愕

然たる思いが

する︒国民の

健康の一端を担う立場の

自分が紛れもないワーキ

ング・プアであることだ︒

するとファクスが入っ

倍以上

てきて﹁それは先生が間

抜けだからだ︒

増収へのシステム構築方

法を教えてあげよう﹂と

歯科用金属材料価格の改

満な患者はいくらでもい

る患者数と負担額でも不

年商１０００万円を切

のお誘いである︒

定を反映した﹃歯科点数

るのに︑

協会・保団連は４月の

早見表２０１５年４月

倍の患者数を

版﹄を発行した︒今号に

ム合金は１㌘ 円増の１

今改定で金銀パラジウ

同封し︑会員に届ける︒

者に納得してもらえるド

担額を求めてなおかつ患

詰め込んだり︑ 倍の負

２ ７ ９ 円 に な る︒ Ｂ ５

医療技術か人間力か凡人

クターの能力は経営力か

きるのも容易ではない︒

自分のペースを守って生

うか︒情報氾濫の時代に

が︑人構いも癖なのだろ

いれば良さそうなものだ

りせず自分一人でやって

かるなら︑他人に勧めた

う人もいる︒そんなに儲

でもっと儲けなさいと言

歯医者なんかせずに株

様である︒

他人へのアドバイスも多

験するから︑その能力も

見当も付かない人生を経

人はそれぞれ他人には

には見当も付かない︒

判︑ ㌻︑定価１千円︒

４面に﹁子ども医療﹂
府下一覧

するのである︒

ま え ば︑
﹁ 都 ﹂ が︑ 自 ら

期待できるかどうかは覚

◆ ◇

の役割とされたこれらの

束ない︒そもそも︑自治

◇

大規模開発等に︑大阪市

◇
その﹁都﹂での具体的

域から集めた財源等を優

◆

な取り組みとして︑橋下

◇

市長や維新の会が考える

県を廃止する改革案であ

り︑仮に大阪都構想に続

けて道州制が実現するな

らば︑大阪市も大阪都も

は︑大阪経済再生のリー

の再生に向け

ダー役をどこに託するの

て︑国際的な

体が民間企業のような優

の 意 義 と し て︑﹁ 二 重 行

勝劣敗の競争を演じると

政﹂の解消と並べて語ら

消滅してしまうことにな

先配分し︑他方で︑市民

高度成長を夢見た経済政策
生活に密着した事務を担

拠点都市とし

のは︑一方では高度成長

だろうか︒大阪都構想と

れるのが︑強力なリーダ

の再来を夢見ながらも破

いう発想自体が的外れで

る︒そのとき︑維新の会
化という成長戦略を描

う特別区には︑緊縮を強

道州制の矛盾について︑

ての競争力強

く︒そのために︑大阪市

綻を重ねた大規模開発計

まともな説明はされてい

のもつ産業インフラ整備

あり︑むしろ現代の課題

画の類︵鉄道・高速道路

は︑諸都市との共存共栄

の建設や商業地の再開発

く求めるようになること

などの権限や︑都心の一

は必定であろう︒

等地などの資産を﹁都﹂

︵つづく︶

ない︒

20

統一地方選は︑国民生

止・解体構想の住民投票が取り沙汰されるなか︑４月 日投票で大阪府議︑

体﹂構想の住民投票が５

することが強く求められ
ている︒

月に控える︒大阪市が無
大阪では︑維新府政の
６年間で１７７０億円の

﹁大阪都﹂構想
偽偽 りり のの 実実 態態

源は府に吸い上げられ︑

くなれば︑住民福祉の財

者負担増政策が目白押し
になっている︒

基基 軸軸

である︒

『点数早見表』
発行

﹁都﹂に集権し大開発推進

大阪学院大学准教授 梶哲教
大阪維新の会の都構想

申請を抑制させる
「改定生活保護法」 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対
2013.12成立

を追求することのはずで

ーシップを確立すること

維新の会

「戦争司令部」と
なる「国家安全保
賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対 反対
障会議設置法」
2013.11成立

安倍・自公政権が２０

降︑医療大改悪や集団的

自衛権の行使容認︑沖縄

米軍新基地建設︑原発再

稼働など︑民意に反する

政治が続いている︒﹁社会

保障の充実のため﹂と公

約して強行した消費税増

税では︑新財源は大企業

減税に流用され︑医療・

介護・年金などの社会保

障は改悪に次ぐ改悪︒家

計消費や実質賃金は悪化

の一途をたどっている︒
政府が今国会に提出し

歳以上の高齢者の保

た医療大改悪法案では︑

▽

険料を２倍から 倍に▽

入院の食事療養費を１食

２６０円から４６０円に

▽国民健康保険を都道府

県単位化▽有効性や安全

自民 公明 民主 維新 生活 共産 社民

スローガンは﹁ワン・オ

国民の個人情報を
一元監視する「マ
賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対 反対
イナンバー法」
2013.5成立

しかし︑大阪の開発行

89

20

2013年に政党本部・支部に流
れた企業・団体献金額。政治資
金パーティーの収入は176億円。

❸

12

概算事業費
4000億円
2500億円
1350億円
1700億円
3500億円
540億円

区間
新御堂筋〜第２京阪
新大阪〜JR・南海難波
西梅田〜十三〜新大阪
夢洲〜桜島
夢洲〜中之島
夢洲〜コスモスクエア

「特定秘密保護法」
賛成 賛成 反対 棄権 反対 反対 反対
2013.12成立

26

12

など︶であり︑他方では

「ムダ遣い」と指摘される府の新たな道路・鉄道開発

反対 反対
−
−
保険料を毎年引き
上げ、給付を削減
賛成 賛成 賛成
する「年金改定
法」2004.6成立

− 反対 反対 反対
税率を８％、10％
へ引き上げる「消
賛成 賛成 賛成
費税増税法」
2012.8成立

20

87億6300万

性が未確立な医療を﹁患

http://osk-net.org/

患者負担増を進め
る「医療介護総合 賛成 賛成 反対 反対 反対 反対 反対
法」2014.6成立
に統合した︑強大で集権

今日の数字

者申出療養﹂として混合

● 定 価･年 間 10,000 円 月 1,000 円
(毎月5､ 15､ 25日発行) ● 1977 年 5 月 23 日第三種郵便物認可

2015年第1198号

保険でよい歯科医療を大阪連
絡会は市民講座を５月31日にＭ
＆ Ｄホールで開く。
「いのちを
いただいて、つないでいくこと
〜食卓から始まる生教育」をテ
ーマに助産師の内田美智子氏が
講演する。詳細は今号同封の案
内チラシ（写真）を参照。

路線名
阪神高速淀川左岸線延伸
なにわ筋線
西梅田十三新大阪連絡線
JR桜島線延伸
カジノ
京阪中之島線延伸
関 連
地下鉄中央線延伸

10

75

診療を解禁︱︱など︑患
大 阪 市 浪 速 区 幸 町 1‑2‑33
電 話(06)6568‑7731(代 表)
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大阪府歯科保険医協会
発 行 人
志岐
敬

地方選でも問われる重要法案への各政党の基本姿勢

１２年末に発足して以

国政、
「大阪市廃止・解体」
構想見据え審判

