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＜社説＞女児虐待死 守れる命を守れなかった
琉球新報 2015 年 7 月 30 日
数多くのサインが出ていたにもかかわらず、わずか３歳の、最も弱い立場の命を守れな
かった。痛恨の極みと言うほかない。
３歳の長女に暴行を加えて死なせた傷害致死の疑いで２１歳の男が逮捕された。３カ月
も前から家庭内暴力（ＤＶ）の疑いが持たれ、確かに公的機関は対応に動いたが、間に合
わなかったのも事実だ。犠牲者が出た事実は重い。どこに欠陥があったのか、きちんと検
証すべきだ。
４月中旬、妻へのＤＶの疑いありとの情報が一家の住む沖縄市の市役所に寄せられた。
市職員が家庭訪問したが、妻は対応を拒む。その後、妻は知人宅に身を寄せたが、男が居
所を察知したので県の施設に一時避難した。
前後して４歳の長男がけがをし、県警は４月下旬、「児童虐待の疑いあり」とコザ児童相
談所に情報提供した。コザ児相はすぐに一家を訪ね、妻に一時保護などの仕組みを説明し
た。その後も直接訪ねたり電話したりと十数回も接触し、生活保護の相談に乗って一緒に
市役所窓口に行ったり新居を探したりと親身に対応している。
６月中旬、一家は宮古島の男の祖母宅へ転居した。妻は「祖母が監視してくれるから安
心だと判断した」と説明した。コザ児相は宮古島署へ安否確認を依頼。訪ねた署員に妻は
「最近夫も落ち着いた。暴力はない」と話した。署員は子どもの服の裾をめくって確認し
たが、傷はなかったという。
だが妻はコザ児相に「警察が来て夫は興奮した。警察の訪問は控えてほしい」と連絡、
児相はその旨警察へ伝え、警察の訪問は途絶えた。一方でコザ児相は頻繁に連絡を取り、
妻への暴力を確認。母子を他県へ転居させる方針を決めた。転居先確保までの間、女性相
談所への入所を促したが、妻は抵抗した。コザ児相は今月２３日にも家庭訪問する予定だ
ったが、別の虐待が発生し、翌週以降に出張を延期。その矢先に事件は起きた。
女児が死亡した以上、問題点を指摘せざるを得ない。ＤＶ被害者は加害者を怒らせない
ことに神経をすり減らし、往々にして虐待被害を過小評価して話す。危険の見極めは十分
だったか。宮古島には児童相談所がない。その点の影響はなかったか。
別の虐待の対応を急がざるを得ないほど、児童相談所は職員が少なくて多忙過ぎたので
はないか。検証すべきことはたくさんある。

社説[３歳女児虐待死]一時保護が必要だった
沖縄タイムス 2015 年 7 月 30 日
児童相談所が、非常に強力な行政権限である「職権による一時保護」を決定するほど切
羽詰まった事案にもかかわらず、幼子の命を救うことができなかった。自治体や警察も虐
待を把握していたのに悲劇は繰り返された。痛ましく悔しい事件だ。
３歳の長女に暴行を加えて死亡させたとして、宮古島市に住む建設作業員の父親（２１）
が傷害致死の疑いで逮捕された。
一家は夫婦と子ども４人の６人家族。亡くなった女児を含む上の３人は妻と前夫の子で

ある。２月に神奈川県から沖縄市へ転居し、１カ月半ほど前に宮古島市へ引っ越したばか
りだった。子連れの再婚家庭で両親は若く、養育能力や生活環境に問題があったのではな
いかと推測される。転居を繰り返す中、地域社会からも孤立していたのだろう。
父親は、妻（２３）へのＤＶ（ドメスティックバイオレンス）を繰り返し、ほかのきょ
うだいも虐待していたことが分かっている。虐待の背景にはさまざまな要因があるが、Ｄ
Ｖと児童虐待が同時に進み、深刻な事態に発展するケースが少なくない。
コザ児童相談所が虐待事案として対応したのは４月下旬で、５月初めには父親と子ども
を分離する一時保護を、６月半ばには同意を必要としない職権による一時保護を決定して
いる。虐待リスクが高い家庭と判断したからだ。
にもかかわらず女児が亡くなる今月２７日まで一時保護は実施されていない。児童相談
所の対応はちぐはぐで疑問が残る。
速やかに一時保護に踏み切らなかった理由を、県は「宮古島の祖母宅にいるということ
でリスクが軽減されると考えた」と釈明する。結果的に危険性を過小評価し、子どもを救
う機会を逃してしまった。
安全確認をしたという宮古島市や宮古島署の対応はどうだったか。児童虐待に対する正
しい知識がなければ、本当の意味での安否確認はできない。関係機関で情報が共有されず、
危機意識が薄く、支援が不十分だったことが課題として挙げられる。
２００５年、那覇市内で起きた父親による１歳女児虐待死事件を受けて、県は「児童虐
待防止に向けての緊急提言」を発表した。今回同様、児童相談所が関与しながら命が奪わ
れたことを猛省してのことだ。
提言には、子どもの安全確保を最優先し、関係機関の連携強化を図ることなどが盛り込
まれた。なぜこの教訓が生かされなかったのか、徹底的に検証してもらいたい。
３歳というと、おしゃべりも上手になる、かわいい盛りである。その小さな女の子が、
父親の理不尽な暴力にさらされた恐怖を思うといたたまれない。
沖縄社会は経済的に苦しい家庭が多く、若年出産や離婚率も高く、ＤＶ被害が深刻であ
る。児童虐待と無縁ではない問題だ。
児童虐待は幼い子ほど生命に関わる危険性が高いが、ＳＯＳを発することができない。
子どもの命を守る一時保護を躊躇（ちゅうちょ）すべきではない。

社説：東京五輪まで５年 責任検証と理念の再構築を急げ
愛媛新聞 2015 年 7 月 30 日
新国立競技場の建設計画見直し騒動が尾を引く中、２０２０年東京五輪・パラリンピッ
クまで、あと５年を切った。
メーン会場の白紙撤回は、理念の欠如と深刻な準備の遅れを象徴する。政府は、６０億
円近い経費をどぶに捨て、国際コンペからやり直す計画を９月にも策定、来年１月には発
注して間に合わせる予定。旧計画では「五輪後に不可欠」としていた開閉式屋根を見送る
方針も固めた。
だが、工期や費用ありきで最も重要な理念を置き去りにし、焦って計画を作り直しても
また同じ轍（てつ）を踏みかねない。まずは「失敗」の原因を究明し、住民やスポーツ関
係者の意見も取り入れた上で、選手が使いやすく周囲の景観や歴史、環境に配慮した、後
世の負担が少ない競技場を目指さねばならない。
しかし、宙に浮いた責任問題が「再出発」の足を引っ張る。時間と税金を空費したあげ
く計画を投げ出した責任を誰一人取らないまま、粛々と準備を進めることは到底許されな
い。
「大変迷惑している。私には関係ない」（大会組織委員会の森喜朗会長）「間に合わせる
仕組み作りが私の責任」
（下村博文文部科学相）
「最終的には、私の責任だ」
（安倍晋三首相）
…。言葉だけの、恐るべき無責任体制というほかない。
しかも一昨日、担当者だった文科省局長の辞職が発表されたが、下村文科相は「後進に

道を譲る勇退」
「定例人事」などと説明、事実上の更迭であることさえ認めなかった。事務
方に責任を押しつけながら「引責」を否定するなら、自身が辞任すべきだ。近く発足する
第三者機関の検証で時間を稼ぎ、内閣改造まで居座るのであれば、政治への信頼は完全に
失墜しよう。
「２度目の東京」は、約５０年の間に急速な高齢化と人口減が進む「成熟都市」に変貌
した。今こそ身の丈に合った五輪で、都市を再構築するチャンス。その意味で、新競技場
に勝るとも劣らず重要なのは、パラリンピック開催地にふさわしい、障害者や高齢者に優
しいバリアフリー化やユニバーサルデザイン仕様の街づくりである。
日本は欧米より遅れており、国際基準を満たしていない施設が多い。国土交通省は、全
国の主要な駅や空港のバリアフリー化の２０年度完了を掲げ、施設向け指針も今週改定し
た。また、組織委や都が国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）の基準を参考に策定中の指
針では、手すりの高さやスロープの幅などの基準案約１８０項目が示された。しかし、残
りはまだ６００項目もあり、まとまるのは来夏ごろという。今から改修を急がねば到底間
に合わない。
五輪を「よい口実」にして、
「障害の有無にかかわらず安心して暮らせる共生社会の実現」
（１５年版障害者白書）を加速させたい。誰もが暮らしやすい都市への再生こそ、五輪の
豊かな「遺産」
。その理念と決意を持って準備を進めてもらいたい。

小社会
高知新聞 2015 年 07 月 30 日
〈へそくりが泣きの涙で家計費へ〉瀬古博。この川柳は家計のやりくりが限界に達し、
へそくりに手を出さざるを得ない窮状を詠んでいる。８月からは「家計費へ」の箇所が「負
担金へ」となる人が出るのだろうか。
特別養護老人ホーム（特養）に入所する低所得者への補助制度が変わる。補助がカット
されるのは、資産が単身で１千万円（夫婦で計２千万円）を超える場合。資産には預貯金、
株式、金・銀のほかに「たんす預金」も含まれる。
家庭の埋蔵金と言えるのがたんす預金、へそくりの類い。〈へそくりで補正予算の旅プラ
ン〉藤原ヒロ子。ささやかな楽しみの足しにもなるが、これからはへそくりで特養負担金
の支払いということにもなりかねない。
介護保険サービスの自己負担も同時に見直される。１割から２割に引き上げられるのは
原則、年金収入のみの場合で年２８０万円以上の人。サービスを利用する６５歳以上の１
０％程度が当てはまるという。
高齢化もあって国の社会保障費は膨らんでいる。年１兆円の増加ペースを半分程度に抑
えるのが政府の方針という。歳出の見直しは家計の隅々まで及ぼうとしている。
そんな政府も２５００億円を超える新国立競技場の総工費に対する動きは鈍かった。計
画を白紙撤回しても契約済みの６０億円の大半は戻ってこないという。たんす預金にまで
目を光らせる一方で、巨額の工費は目こぼし。政治の今を考える。

「残業代ゼロ」法案 今国会での成立を断念
東京新聞 2015 年 7 月 30 日
政府・与党は二十九日、働く時間ではなく成果に賃金を払う「残業代ゼロ」制度の創設
や裁量労働制の対象拡大などを盛り込んだ労働基準法改正案の今国会での成立を断念した。
過重労働を助長させ過労死を増やすとの強い反発が出ている上、安全保障関連法案の参院
審議や年金の情報流出問題などで改正案の審議入りの見通しが立たず、成立は困難と判断
した。秋の臨時国会での成立を目指す。
労基法改正案は、四月三日に国会に提出された。衆院厚生労働委員会では「生涯派遣」
と批判のある労働者派遣法改正案の審議や、年金情報流出問題に関する審議が続いた。安
保法案の衆院強行採決による国会審議の中断も重なり、労基法改正案は審議入りしていな

い。
国会会期は九月二十七日まで延長されたが、参院では与野党が対立する派遣法改正案の
本格審議がこれから始まる。野党は年金情報流出問題も追及する構えで、労基法改正案の
今国会での成立は厳しい情勢になっていた。政府・与党は、今国会で審議入りするものの
継続審議として臨時国会で成立させる構えだ。
「残業代ゼロ」制度は年収千七十五万円以上の金融商品開発などの高度専門職を対象に、
労働時間規制から外す働き方で残業代などが支払われなくなる。改正案には年五日以上の
有給休暇取得の企業への義務付けや、中小企業にも月六十時間を超える残業代の割り増し
など働き過ぎの防止策も盛り込まれた。 （鈴木穣）
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１５人で共同制作した「奈良の大仏さん」や絵画などが並ぶ会場
（奈良市で）

◇奈良で障害者作品展
奈良市鹿野園町の障害者施設「ボイス」の入所者の作
品展が２９日、同市大宮町の「ギャラリー 風と心」で
始まった。味わいのある絵画や立体作品など約５０点が
並ぶ。８月２日まで。
施設には、１０～７０歳代の知的障害者約５０人が入所。興味や障害の程度に応じて「ア
ート」や「木工」などのグループに分かれ、美術作品の制作に取り組む。
一般の人に施設を広く知ってもらいたいと、２００３年の開所以来初めて作品展を開く
ことにした。
ひときわ目を引くのは、高さ２メートル、幅１．６メートルの「奈良の大仏さん」だ。
段ボールにちぎった新聞紙を貼りつけて胴体や顔を、光背は黄色い折り込み広告で作り、
頭部の螺髪はペットボトルのふたで表現。１５人で１か月半かけて仕上げた。
クジャクやキリンなどを描いた絵は、個性的な色遣いが印象的で、フェルト生地で作っ
たぬいぐるみや、さをり織の作品もある。
施設を運営する社会福祉法人・史明会の大門弘尚さん（４１）は「開所以来の作品の中
から、厳選した。入所者が地道に制作してきた作品を、楽しんでもらえればうれしい」と
話している。問い合わせは、同ギャラリー（０７４２・３４・８８９８）
。

山形県は、障がい者の差別を解消するための条例を制定へ 山形放送 2015 年 7 月 29 日
山形県は、障がい者の差別を解消するための条例を制
定することになり、差別の禁止に加え、障がい者への理
解を深める施策の推進を柱とする骨格案を示しました。
これは、障がい者福祉団体の代表などが出席した会議で
県側が明らかにしたものです。障がい者の差別を解消す
るための条例は、県が、来年４月に施行される国の障害
者差別解消法を見据え、制定を進めているものです。県
は、障がい福祉関係の２３団体から、差別に対する具体的な事例を調査し、条例に盛り込
む禁止事項として「企業の採用や賃金」「公共施設の利用や制限」、「福祉サービス提供」な
ど、具体的な生活の場面ごとに考え方を示しています。また、障がいや障がい者に対する
理解不足による誤解や偏見が差別につながっているとして、条例に、障がい者などへの理
解を深める施策の推進の項目を設けたのが特徴です。

マレーシアのパーム油産業、人身売買の温床に By SYED ZAIN AL-MAHMOOD
ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2015 年 7 月 29 日
【ジュンポル（マレーシア）
】焼け付くような日差しに照らされた丘陵の斜面では、パー
ム油が採取される木をせっせと植えるためにブルドーザーが地面をならしている。パーム
油はお菓子の「オレオ」や「ポップタルト」からデオドラントの「オールドスパイス」ま
で、多種多様なものに使われている。近年、需要はうなぎ登りで、世界で最も消費されて
いる植物油となった。
その近くでは、炎天下の中で大勢の移民労働者が働いている。労働者は先に鎌の付いた
長い棒で木の上に実っている果房をそぎ落とし、集まった重い果房をつり上げて、油を抽
出する工場に向かうトラックにそれを積み込む。
労働者のひとり、モハメッド・ルベルさん（22）は昨年 12 月に人身売買業者の仲介でバ
ングラデシュから到着して以来、週 7 日、無給でこの作業を続けていると語った。
ここに着くまで、ルベルさんは十分な水や食料を与えられないまま満員の漁船で 3 週間
を耐え、その後もさらに数週間、見張り役が母国の両親に身代金を脅迫する間、密林のキ
ャンプに監禁にされた。同氏はさらに、疲労や病気、暴行などで仲間の不法移民十数人が
死亡するのを目撃したと話す。
ルベルさんは「何が待ち構えているか分かっていれば、決して家を離れなかっただろう」
と嘆いた。
東南アジアで今年、ルベルさんのような難民に世界中の注目が集まった。難民の多くは
バングラデシュ人、あるいはミャンマーでの迫害から逃れた、国を持たないイスラム系少
数民族ロヒンギャだ。彼らの運命は地中海を渡って欧州に逃げようとする難民と重なるが、
その懸念は今年の春に新たな段階に達した。マ
レーシアとタイの警察が、人身売買業者のキャ
ンプで死亡したとされる 150 人近くの遺体を発
見したからだ。
現在、人権保護団体の一部は、米国や中国か
らの需要に沸く、300 億ドル（約 3 兆 7000 億円）
規模の国際パーム油産業に問題の一端がある
と述べている。密入国者の多くはマレーシアに
行き着くが、そこでは年間 120 億ドル近く、世
界全体の供給量の約 4 割のパーム油が輸出され、
非熟練労働者への需要が高まっている。ベンガ
ル湾を渡る移民を調査している非営利団体「ア
ラカン・プロジェクト」は、過去 2 年間に 5 万
人近くが漁船に乗ってマレーシアへ向かう危
険な航海に出ており、多くが旅の途中で死亡し
たと推定している。
米労働省は昨年 12 月、強制労働が行われて
いる産業の一つとしてマレーシアのパーム油
に言及した。米国務省は昨年、世界の人身売買
の実態をまとめた年次報告書で、人身売買への
対策が不十分だとし、マレーシアを最低ランク
である「ティア 3」に評価した。
パーム油生産量の推移。濃い青は環境や社会基準を満
たしていると認定されたパーム油の生産量

環太平洋経済連携協定（TPP）交渉妥結に向
けた米国の貿易促進権限（TPA、通称ファスト
トラック）法案には、人身売買の年次報告書で

最低ランクに分類される国との自由貿易協定を禁じる条項が盛り込まれている。このため、
米国ではマレーシアを「ティア 2」に引き上げる圧力が強まっていた。
マレーシア政府はパーム油産業が同国経済の重要な担い手だと指摘し、プランテーショ
ン（大規模農園）における外国人労働者の採用を合理化し、調整する中心施設を立ち上げ
たと述べた。
マレーシアのプランテーション事業・商品省（MPIC）の広報官は、労働者の虐待、プラ
ンテーションにおける人身売買された労働者の存在についての質問に答えなかった。広報
官によると、マレーシアの法律は全ての雇用主に適切な訓練と保護を提供するよう要求し
ており、勤務中に負傷した労働者には補償を受ける権利があると話した。
パーム油の宣伝活動を行う政府機関、マレーシア・パーム油協会（MPOC）は、同産業が
貧困を緩和し、マレーシア社会を発展させる主導的役割を果たしていると述べた。パーム
油消費の急増は、米国のスナックメーカーがトランス脂肪酸の代替物を探し求めたことか
らも引き起こされた。米食品医薬品局（FDA）が 2006 年、食品のラベルにトランス脂肪酸
の含有量を表示するよう義務付けたからだ。米国へのパーム油輸出は 10 年間で 4 倍以上に
膨らみ、今日のスーパーで売られている加工食品の約半分にパーム油か、その派生製品が
含まれるようになった。
外国人労働者
ルベルさんが働いているプランテーショ
ンは、マレーシア政府によって設立された半
官半民のフェルダ・グローバル・ベンチャー
ズ（FGV）によって管理されている。同社は
パーム原油の生産で世界最大規模を誇る。米
国の通関データなどによると、FGV の顧客に
は米ミネソタ州に拠点を置くカーギルが含
まれている。カーギルは仕入れたパーム油を
ネスレやプロクター・アンド・ギャンブル（P
＆G）など多国籍企業に販売しているのだ。
モハメッド・ルベルさんは、昨年 12 月に人身売買業者の仲介でバングラデシュからマレーシアに到着した
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FGV は同社のプランテーションで働く労働者には基本的権利と最低賃金が与えられてい
ると述べた。ここで働く労働者の約 85％は外国人だ。カーギルとその顧客企業らは、パー
ム油プランテーションで労働者の虐待疑惑があること認識しておらず、調査すると話した。
ルベルさんの雇用主は、FGV の労働力の大部分を供給する請負業者の一つだ。労働者によ
ると、FGV との直接雇用ではなく、請負業者に雇用されている場合に賃金未払いなどの虐待
が最も頻繁に起こるという。
バングラデシュから来た 25 歳の男性は「やつらはわれわれを牛のように売買するのだ」
と言い放つ。同氏は半年間にわたり 3 つの請負業者に無給でたらい回しにされたという。
仕事のチャンス
バングラデシュのボグラ市に住んでいた若いルベルさんは、人身売買業者から外国のプ
ランテーションで高給の仕事があるとの話を持ちかけられた。
モップのように乱れた髪型にガッチリとした体形のルベルさんは母国での職探しに苦戦
しており、両親に自立できるところを見せたかったと話す。10 月のある夕方、ルベルさん
は友人 3 人と海沿いの町テクナフに出かけた。彼らは長さ 12 メートルほどの木製の漁船に
乗ったが、そこには 200 人近くのバングラデシュ人やミャンマーから逃れてきたロヒンギ
ャが同乗していた。
業者はルベルさんに対し、この先で賃金が支払われるのでそこから約 25 万円の手数料を
精算することが可能だと話したという。また、この業者は移動中の水や食料が十分にある
と約束したようだ。業者からコメントを得ることはできなかった。

ところが、漁船を操縦する武装した男らは、トイレに行く回数を減らすために水や食料
の支給を制限し、もっとくれと要求する移民には暴行を加えた。熱と悪臭は耐え難く、十
数人が死ぬのを見たと、ルベルさんは話す。
ある時には、ルベルさんは人身売買業者が移民の遺体を海に投げ込んでいるのを目にし
た。海に沈むよう、遺体の腹部は割かれていたという。
パーム油は世界で最も多く消費されている植物油だ
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3 週間後、漁船はタイ南部に到着した。ル
ベルさんを含む数百人は混み合ったキャン
プに入れられ、ぐるぐる巻きにされた有刺鉄
線の真後ろで、お互いにもつれ合いながら睡
眠を取った。
キャンプを横切ったルベルさんらは、人身
売買業者が移民を解放する代わりに身代金
を要求していたと話す。彼らは移民を両親に
通じた電話口に出して暴行を加え、叫び声を聞かせて身代金を払わせようとしたのだ。支
払えなかった移民は拘束され、定期的に暴行が加えられたという。
ルベルさんによると、業者は彼の父親に電話し、払えなければ「ジャングルに埋める」
と脅した。ルベルさんの父親は土地の一部を売り、バングラデシュにいる仲介人を通じて
人身売買業者に 2500 ドル（約 31 万円）を支
払った。その後、業者はルベルさんらを引き
連れてジャングルを数日間歩き、マレーシア
内陸部のある地点に誘導した。そこでルベル
さんらは別の業者に引き渡され、ジュンポル
の町に連れてこられた。ここで、ルベルさん
は請負業者の従業員として FGV のプランテー
ションでの仕事にたどり着いたのだ。
マ レ ー シア の セパ ンで 集 めら れ たパ ー ムの 果房
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ＬＩＮＥ、いじめ対策で小中高生のネット利用調査
共同通信 2015 年 7 月 29 日
無料通話アプリを手掛けるＬＩＮＥ（ライン）は２８日、小中高生のインターネットの
利用実態を把握するため、１０万人規模の全国調査を実施すると発表した。同社のアプリ
がいじめに使われるなど「ネットいじめ」が問題になっているため、トラブル発生の原因
や過程を調べて対策に生かす。
調査は９～１２月に東大大学院教育学研究科臨床心理学コースの研究室と共同で実施。
来年３月をめどに結果を公表する。出沢剛社長は東京都内での説明会で「犯罪やトラブル
の根絶に向けた取り組みを強化したい」と語った。
質問に回答してもらうことでネットいじめの実態を把握し、家族や友人との関係、学校
での成績などさまざまな要因との関連性を調べる。特定の個人や学校などが分からない形
で調査のデータを研究者らに公開し、安心で安全なネット環境の整備に役立ててもらう。

「仕事に遅れそう」一時停止を無視、衝突

介護福祉士がひき逃げ
産経新聞 2015 年 7 月 30 日
車でミニバイクの男性（７５）と衝突して逃走したとして、和歌山県警田辺署は２９日、
自動車運転処罰法違反（過失運転致傷）や道交法違反（ひき逃げ）などの容疑で、同県白

浜町の介護福祉士の女（４６）を逮捕した。
男性は肋骨（ろっこつ）を折るなどの重傷で、女は逃げた理由について、「仕事に遅れそ
うだった」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は、２９日午前８時５５分ごろ、田辺市芳養松原の市道で、乗用車を運転中に
一時停止を無視して交差点に進入。ミニバイクと衝突し、男性が転倒したのに気づきなが
らその場を立ち去ったとしている。

知事、大阪会議２度目の開催呼びかけ
読売新聞 2015 年 07 月 30 日
大阪維新の会と自民党の対立で初会合から紛糾した「大阪戦略調整会議」（大阪会議）に
ついて、松井知事は２９日の定例記者会見で、
「早急に（政策の）中身の議論に入りたい」
と述べ、２度目の開催を各会派に働きかけていく考えを示した。
会見で松井知事は、
「規約は横に置き、二重行政の問題など中身の議論に入ればいい」と
し、他会派が了承すれば、規約にはこだわらない姿勢を強調。会長に就任した今井豊・府
議会議長（維新）に、２度目の開催に向けた調整を求めていくという。
一方、堺市の竹山修身市長はこの日の記者会見で「（初会合は）残念な内容だった。有意
義な会議にしていけるかは、会長の力量次第」と正常化に向けた動きを見守る考えを示し
た。その上で、堺市側からは「大阪市と、それ以外の市町村で別々に運営されている水道
事業の統合」
「堺市と大阪府市の東京事務所の統廃合」などを議題として提案する方針を明
らかにした。

どうなる大阪会議

知事と堺市長かみ合わず
読売テレビニュース 2015 年 7 月 29 日
先週、大揉めに揉めたまま終わった大阪会議。２９日、
大阪府の松井知事と堺市の竹山市長が会見を開いたが、
主張はやはり平行線のままだった。午後会見を開いた竹
山市長は「非常に困惑しているし、残念やった。もっと
生産的な議論をすべき場所ではなかったかと思いますけ
ど」と初会合を振り返った後、関西ワールドマスターゲ
ーム２０２１への大阪府・大阪市への積極的関与に加え
て、
「堺市の東京事務所を（大阪府と市の東京事務所と）統合してパワーアップを図って首
都圏における発信を効果的にすすめたい」とこれから議題にしたいテーマを並べた。一方
の松井知事。
「竹山市長は全くピンボケ。ワールドマスターズは大阪会議で話しすることで
はない」と切り捨て、
「我々は二重行政を解消する議題をやりたい」と返した。口にする課
題は別々で両者の主張はかみ合わないままだ。公明党の議員は、維新と自民の間に入り、
第２回の会合をスムーズに進められるよう、２８日も折衷案を双方に提示したというが、
「調整したうえでスムーズにできる会議にしないと意味がない。このままではちょっと調
整できないでしょうね」とお手上げの様相だ。
「中身の議論しましょうよ」
（松井知事）
、
「建
設的な議論をして大阪の再生成長に向けて実りあるものにしたい」（竹山市長）とそれぞれ
意気込みを見せた２人だが、次回の開催日も決めらないままだ。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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