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ＮＨＫニュース 2015 年 9 月 29 日
厚生労働省は、世代ごとの年金の負
担と給付の試算をまとめ、厚生年金に
加入するサラリーマンの夫と専業主
婦の場合、ことし７０歳になる世代は、
負担した保険料の５．２倍の年金を受
け取れる一方、ことし３０歳になる世
代以降では２．３倍になるという見通
しを示しました。
この試算は、厚生労働省が去年公表
した公的年金の財政状況の見通しを
基にまとめたものです。
それによりますと、厚生年金に加入するサラリーマンの夫と専業主婦の場合、ことし７
０歳になる世代は、負担した保険料の５．２倍の年金を受け取れると試算しています。
一方、ことし６０歳になる世代は、負担した保険料の３．４倍、５０歳になる世代は２．
８倍、４０歳になる世代は２．４倍と世代が若くなるごとに減っていき、ことし３０歳に
なる世代以降では２．３倍になる見通しです。
また、国民年金の加入者の場合、ことし７０歳になる人は、負担した保険料の３．８倍
の年金を受け取れるのに対し、ことし４０歳になる人以降は１．５倍になるとしています。
厚生労働省は「世代による違いは、以前は個人の負担が多かった高齢者扶養の費用が、
年金制度を通じた社会的な負担に移行していることも影響しており、試算結果のみで世代
間の格差は判断できない」としています。
年金 負担に対する受け取り額 世代間に差

厚生労働相 児童虐待防止で児童福祉法改正を
NHK ニュース 2015 年 9 月 28 日
塩崎厚生労働大臣は東京都内で講演し、年々増加してい
る児童虐待の防止に向けて、国、都道府県、市町村の役割
と責任をより明確にし、協力体制を構築するための児童福
祉法の改正案などを、来年の通常国会に提出する考えを示
しました。
安倍総理大臣は先週の記者会見で、希望を生み出す強い
経済、夢を紡ぐ子育て支援、安心につながる社会保障の新
たな「三本の矢」で、誰もが活躍できる「１億総活躍社会」の実現を目指す考えを表明し
ました。
これに関連して、塩崎厚生労働大臣は２８日の講演で、「子どもの問題が今回の２番目の
新しい矢に入っている。児童虐待で、未来を背負っていくはずの子どもたちが命を落とす
ことがないようにしていきたい」と述べました。そのうえで、塩崎大臣は「児童福祉法の

改正を抜本的に行うことを安倍総理大臣とも話しており、来年の通常国会に出そうと思っ
ている。国、都道府県、市町村の役割と責任をもっと明確にして協力体制を作り直したい」
と述べ、年々増加している児童虐待の防止に向けて、児童福祉法の改正案などを来年の通
常国会に提出する考えを示しました。

いじめ・不登校に大学が連携 初会合
ＮＨＫニュース 2015 年 9 月 28 日
いじめや不登校といった課題に心理学や脳科学などの分野から取り組もうと、大学が連
携してプロジェクトを立ち上げ、２８日、初めての会合が開かれました。
このプロジェクトは、大阪大学や浜松医科大学など９つの大学が文部科学省からの委託
を受けて行うもので、２８日の会合には研究者のほか自治体の担当者など１６人が出席し
ました。
会合でははじめに、それぞれの大学がこれまで取り組んできた研究を紹介したあと、今
後のプロジェクトの進め方について意見を交わしました。
出席した人からは「教員の経験や勘だけで子どもたちの課題に対応するのは難しくなっ
ているので、構造的な解決方法が必要だ」とか、「研究者と現場の教員が対等に話し合える
場を作り、教員が何に悩んでいるのか把握したうえで、科学的な根拠のある指導方法を示
すべきだ」といった意見が出ていました。
プロジェクトでは、心理学などを応用して子どものストレスを把握する研究や、子ども
たちの成長を追跡調査することで、いじめや不登校、暴力行為の背景を探る研究などを行
っていくことにしています。

５歳長男の腕に熱いオーブントースターの受け皿押し付け…傷害容疑で父親逮捕、静岡
産経新聞 2015 年 9 月 28 日
５歳の長男の腕に熱したオーブントースターの受け皿を押しつけてやけどを負わせたと
して、静岡県警富士署は２８日、傷害の疑いで、父親で会社員、土屋伸人容疑者（４１）
＝同県富士市厚原＝を逮捕した。
富士署によると、弟（３）とけんかをしていたので止めようとした、と容疑を認めてい
る。長男が通う幼稚園の教諭が１４日、やけどの痕を見つけて富士市に通報した。長男と
弟は現在、児童相談所で保護している。
富士市によると、平成２５年９月ごろ、土屋容疑者の自宅周辺の住民から「子供の泣き
声と親の怒鳴り声がする」と通報があった。市や児相は２６年６月から、自宅を訪問し、
面談を実施していた。
逮捕容疑は１３日午後２時ごろ、自宅で長男の左腕に、熱くなったオーブントースター
の受け皿を押しつけて、約２週間のやけどをさせたとしている。

介護報酬の不正請求で行政処分
名古屋テレビ 2015 年 9 月 28 日
6900 万円あまりの介護報酬を不正に請求して
いたとして行政処分です。
29 日付けで行政処分されるのは、愛知県あま市
の「合同会社介護サーポートあいち」と都築央稔
代表です。愛知県によりますと、
「介護サポートあ
いち」は、去年 8 月から今年 7 月にかけ無資格者
が訪問介護の計画書を作ってサービスを行い、介
護給付費 6900 万円あまりを不正に受け取ってい
ました。県は、悪質性が高いとして、介護や福祉サービスの事業者指定を取り消すととも

に、給付金の 40％を加算したおよそ 9430 万円の返還を求めています。

見つめ合うと 体の動きそろう…自閉症診断支援など応用期待
読売新聞 2015 年 9 月 29 日
自然科学研究機構生理学研究所（愛知県岡崎市）の定藤規弘教授（５７）（神経科学）ら
の研究グループが、向かい合って立つ２人がお互いを見つめ合うだけで無意識に体の動き
がそろうことを発見した。
今回の研究結果は、今後、教育やビジネスの場への応用が期待できるとしている。
定藤教授らは、コンサートでのアンコールの拍手や並んで歩く２人の歩調がそろうとい
った「同期」現象に着目。視覚情報だけでも体の動きが同期するかを確かめるため、人が
じっと立っていても前後左右に小刻みに体が揺れる動きを調べた。互いに面識のない４４
人の被験者（女性）を２人ずつに分け、赤外線反射マーカーを取り付けためがねをかけて
向かい合ってまっすぐ立ってもらった。
被験者を２人とも目隠しをしないで互いに見つめ合うグループと、一方だけが目隠しを
して向かい合うグループ、双方が目隠しをしてお互いが見えない状態で向かい合うグルー
プに分けて体の動きを計測したところ、２人が見つめ合ったグループでは瞬時に体の動き
がそろい、片方が目隠ししたグループでは体の動きに相関があるもののそろうのに時間が
かかり、２人とも目隠ししたグループでは相関がみられなかった。
実験を行った岡崎俊太郎研究員（３７）は、
「今後は教育やビジネスの場でのコミュニケ
ーションや、会話や体の動きの相互作用に問題のある自閉症の診断支援などに応用が期待
できる」と話している。今回の研究成果は、２３日付の米・オンライン科学誌「プロスワ
ン」に掲載された。
（榊原宗一）

秋篠宮ご夫妻 社会福祉法人の記念式典に
ＮＨＫニュース 2015 年 9 月 28 日
秋篠宮ご夫妻は２８日、目の不自由なお年寄りの施設を運営する東京の社会福祉法人の
創立６０周年の式典に出席されました。
「聖明福祉協会」は東京・青梅市にある目の不自由なお年寄りの老人ホームなどを運営
する社会福祉法人で、皇室との関わりも深く、天皇皇后両陛下や皇族方が折に触れて施設
を訪問されてきました。
２８日は、施設のホールで創立６０周年の記念式典が開かれ、秋篠宮ご夫妻も出席され
ました。この席で秋篠宮さまは、これまでの関係者の尽力に敬意を表したうえで、
「協会が
ますます発展されることを祈念します」とおことばを述べられました。
「聖明福祉協会」は目の不自由な大学生の奨学金事業も行っていて、式典では、奨学金
で大学を卒業し、現在はＮＰＯ法人の職員として、フィリピンで障害者教育の普及に取り
組む石田由香理さんがスピーチしました。この中で石田さんは「障害のある子どもたちで
も、自分でできることがあると発見できるような社会をつくりたい」などと語り、秋篠宮
ご夫妻は熱心に聞き入られていました。

高齢者へのマイナンバー通知 対応に不安
中日新聞 2015 年 9 月 29 日
◆県内自治体「トラブル起こるのでは」
年金の給付や源泉徴収などの手続きに使われるマイナンバーは十月から、番号通知が始
まる。内閣府の調査では、国民の半数以上がマイナンバー制度の内容を「知らない」とい
う危うい状態。静岡県内でもカードは無事に届き渡るのか、不安の声が聞かれる。
六十五歳以上の人口割合が３０・２％と高齢化が進む森町。住民生活課の担当者（５１）
は一人暮らし高齢者や認知症のある人への対応に不安を持つ。
「健康保険証の切り替えなど

で、実際には自宅に送られていても『届いてない』と相談に来る高齢者も多い。トラブル
が起こるのではないか」
公立森町病院に入院する患者ら＝森町で

カードが届かない場合、自治体が現住所の実態
調査をする。森町の担当者は「通常の仕事がある
中、うちは五人での作業になるので、一体どれだ
けの負担になるのか」とため息交じりだ。
入院する高齢者も心配だ。通知カードは十月五
日時点の住民票の住所に送付されるため、送付先
を変更する手続きの受け付けは九月二十五日が期
限。それ以降に長期入院が決まった患者は、入院
中でも住
民票の住
所に送られる。
「マイナンバー」を通知するカードの見本。情報流出への
懸念の声も上がる

公立森町病院の柴田学管理課長（５７）は「自
宅に管理してくれる人がいたらいいが、一人暮ら
しの患者はきちんと受け取れるのだろうか」と心
配する。
制度スタートに便乗した不審な電話や訪問も起
きている。国民生活センターによると、行政機関の職員を名乗る人物から北関東の六十代
女性に「制度が始まると手続きが面倒になるので、口座番号を教えてほしい」という電話
があった。
浜松市は「大きな制度改革なので、詐欺行為が出てくることは考えられる。自治体から
口座番号を聞くことはないので、不審な電話があったら相談してほしい」と呼び掛ける。
高齢者の福祉に詳しい静岡福祉大社会福祉学部の清水将一教授は「高齢者の一人暮らし
や、認知症の人など、カードが届かない人の中に、介護保険制度が必要なのに利用してい
ない人も見つかると思う。今回の通知を利用し、実態の把握につなげてほしい」と求めて
いる。
◆浜松市「外国人の認知度低い」
ブラジル人が全国で一番多い浜松市では、日本語が分からなかったり、住民票と居住地
が異なったりする外国人がおり、通知カードが行き渡るか不安は大きい。
二〇一二年に外国人登録法が住民基本台帳法に切り替わった際、浜松市が外国人に送っ
た仮住民票の約１０％が届かず戻ってきた。浜松国際交流協会（ＨＩＣＥ）は、派遣など
で仕事を転々とする人の中には、変更手続きをしていない人も少なからずいると指摘する。
ＨＩＣＥ事務局長の村田和彦さん（４９）は「一時期に比べ減ったが、外国人は漢字が
読めない人が多く、一人で住所変更をするのは難しい」と話す。通知カードには制度の説
明書きが添付されるが、日本語のみ。他の言語は内閣府のホームページで見なければいけ
ない。
多くの外国人を雇う人材派遣業「伸栄総合サービス」（浜松市中区）は、ポルトガル語の
社報で六月から四回に分け、マイナンバー制度を紹介している。
市政策法務課の担当者は「日本人でもまだ周知が足りない状況なので、外国人にはもっ
と認知度が低いと思う。通知カードが届かず、市に戻ってくるという例も多いかもしれな
い」と心配する。
（小沢慧一）
＜マイナンバー制度＞ 日本に住む一人一人に割り当てられる１２桁の番号で、税や社
会保障などの個人情報を一元的に管理する。それぞれの個人番号を記載した「通知カード」
が１０月以降、市区町村から住民票の住所地に送られる。運用開始は来年１月。２０１８

年からは、金融機関の預金口座を個人番号と結び付けるかどうか預金者が任意で選ぶ。

インターン学生、高齢者安否確認に一役
読売新聞 2015 年 09 月 28 日
徳島県の企業、触れた時刻や音声察知
徳島県美波町のＩＴ企業「サイファー・テック」は、今夏実施した大学生らによるイン
ターンシップ（就業体験）で、インターネットを使って一人暮らしの高齢者の安否を確認
する装置「みながめ」の開発に取り組んだ。まだ試作段階だが、学生は「ＩＴの力で地域
が抱える課題解決に役立てたい」と意気込んでいる。
「みながめ」は、同町の観光資源である「ウミガメ」のぬいぐるみに、触覚や音声、温
度に反応するセンサーや小型カメラを搭載。室温が、熱中症になりやすいとされる２９度
に達すると、手を振ったり、鳴いたりして注意を促す。高齢者がぬいぐるみに触れた時間
や録音した音声などを、家族らのスマートフォンに送る。
同町は２０１０年、６人に１人の６５歳以上が単身世帯。今年８月５～１３日に県内や
東京、京都などから同町を訪れた大学生、専門学校生ら計９人は、県職員からの聞き取り
や地元住民との意見交換会をする中で、一人暮らしの高齢者が増えて安否確認がままなら
ない課題の深刻さを感じ、装置の開発を思いついた。
参加した東北大大学院１年、持丸裕矢さん（２２）は「過疎、高齢化は想像以上だった。
お年寄りと遠く離れた家族とをつなげるのにＩＴ技術を生かせた」と手応えを感じている。
同社のインターンシップは１２年から毎年実施。昨年は、津波からの疑似避難体験がで
きるスマートフォン向けの防災アプリを開発した。同社は「過疎化などの課題解決にＩＴ
技術を活用できる人材育成にこれからも取り組みたい」としている。（山上高弘）

論説：介護離職ゼロへ 課題は介護職員の確保
佐賀新聞 2015 年 09 月 29 日
家族を介護するため離職する現役世代は全国で年間１０万人を超えるという。安倍晋三
首相は経済を活性化させるための新たな「三本の矢」を提唱し、介護離職ゼロ実現のため
社会保障制度を充実させる方針を明らかにした。
具体的には、特別養護老人ホーム（特養）などの介護施設の整備や介護人材の育成を進
め、現役世代の負担を軽減させる意向だ。２０２５年には団塊の世代が７５歳以上になる。
首相は「団塊ジュニア世代が大量に離職する事態になれば、経済、社会は成り立たなくな
る」と危機感を語った。
特養は入所費用が安く、在宅介護では負担が重い寝たきりや認知症の人も受け入れるた
め、希望者が急増している。１３年度の待機者は全国に約５２万人という。６６施設があ
る佐賀県内でも昨年４月時点で４６３４人と報告されている。
このうち、政府は身の回りのことが一人でできない「要介護３」以上の人や所得が少な
い人を重点に入居できるようにするため、来年度予算に特養の増設費用を盛り込む方針だ。
財源は都道府県に設置された「地域医療介護総合確保基金」から充てる。
これまで厚生労働省は、住み慣れた地域で最後まで暮らせるように「地域包括ケア」を
推進し、在宅介護の環境整備を図ってきた。本年度からスタートした佐賀県のゴールドプ
ランでも、特養は一定量が整ったとみて新設はせず、介護の中身の充実を図る方針を掲げ
ている。
今回の方針が厚労省に路線転換を迫るものであるかどうかは明確ではないが、在宅介護
に対応できない世帯の深刻さを物語るものだろう。都市部で働く地方出身者にとって離れ
て住む、高齢になった親の看護をどうするかは切実な問題である。
最大の課題は介護職員の確保である。低賃金、重労働といったマイナスイメージが広が
り、介護の現場は慢性的な人手不足が続いている。施設を増やしても肝心の担い手が足り
ないのでは、ケアの充実は心もとない。人材確保策は介護離職ゼロを実現するのに不可欠

である。
厚労省の推計では、２５年度には約３８万人が不足すると見込まれている。県内事情も
同じで６割の介護事業所が人手不足に陥っている。さらに担い手を育成する大学や短大な
ども定員割れをしている。政府は介護人材の育成も併せて進める方針だが、教育段階から
のてこ入れがいる。
介護保険導入以来、居宅型サービスの希望が増えている。住み慣れた家で最後まで暮ら
すのは誰もが希望することだろう。しかし、これからの１０年で高齢者だけの家庭が増え、
少子化もからんで家族看護が難しくなるのは確実だ。
介護離職の問題は、地方ではあまり注目されてこなかった視点である。佐賀県の実態は
よく分からないものの、夫婦のうち妻が仕事を辞めて親の介護にあたるなどしてきたケー
スも少なくなかった、と思われる。
最後は施設に頼らざるを得ない。在宅より「４倍以上のコストがかかる」と言われる施
設を増やせば、社会的な負担は増していく。それでも何らかの政策誘導がなければ、日本
社会はじり貧である。新三本の矢がどう具体化されるかを見守りたい。（宇都宮忠）

社説：新三本の矢／国民はもう惑わされない
神戸新聞 2015 年 9 月 29 日
安倍政権の経済政策「アベノミクス」は第２ステージに移るという。安倍晋三首相が自
民党総裁選の再選会見で、
「強い経済」
「子育て支援」「社会保障」を新たな「三本の矢」と
して目標に掲げた。
国内総生産（ＧＤＰ）６００兆円を実現する▽１人の女性が生涯に産む子どもの数を示
す合計特殊出生率を１・８に回復させる▽介護離職者をゼロにする－という。
今後の少子高齢社会を乗り切るために、子育てや社会保障を国の政策目標に掲げること
には異論はないだろう。
だが、首相も認めるようにいずれも困難な課題だ。達成するための具体策も見えない。
本気で実現できると思っているのだろうか。
安倍政権は、多くの国民の反対を押し切って安全保障関連法を成立させたが、支持率は
低迷している。来夏の参院選を控え、経済最優先を打ち出すことで批判の矛先をかわそう
という意図が透けて見える。
前回総選挙でも、アベノミクスを前面に出して勝利した後は、国民に信任を得たとして
安保法制に突き進んだ。もう惑わされることなく、それぞれの政策の中身をしっかり見極
める必要がある。
ＧＤＰ６００兆円の達成には、２０１５～２０年度に名目成長率の年３％超の高成長が
必要だ。しかし、バブル崩壊後の２０年余り、名目で３％成長を実現したことはない。
足元はマイナス成長に陥り、中国経済の減速懸念や米国の利上げによる新興国経済への
打撃など、先行き不安を抱える。消費税１０％への引き上げも足かせになりかねない。
合計特殊出生率は、１４年の１・４２から１・８まで短期間で回復させることができる
のか。仕事と子育ての両立支援の充実が不可欠で、保育所の待機児童ゼロは必須条件とも
言えるが、実現は容易ではない。
家族の介護を理由に仕事を辞める介護離職は年間約１０万人に上る。政府は介護施設を
整備する方針だが、特別養護老人ホームの入所待機者は全国で５２万人いる。それだけ増
やすには、財政負担や介護職の確保をどうするかも大きな課題になる。
そもそも、アベノミクスの第１ステージは道半ばだ。金融緩和と財政出動で景気は浮揚
したが、デフレ脱却には至っていない。政府はまず、その結果を出すべきだ。

社説：バリアフリー観光 誰もが旅楽しめる宿に
秋田魁新報 2015 年 9 月 29 日
県内で観光・宿泊施設のバリアフリー化を進めようという動きが出てきた。高齢者や障

害者が安心して旅行を楽しめる環境づくりを進め、新たな観光需要を掘り起こすのが狙い
だ。
県観光連盟は近く、県内の宿泊施設１００カ所を対象に、車椅子対応のトイレやスロー
プの有無、客室や大浴場の段差と出入り口の幅などを調べる。経営者からは高齢者や障害
者にどう配慮しているかを聞き取る。調査結果は連盟内に来年度設置する「あきた旅のサ
ポートセンター（仮称）
」のホームページで公開する。
同様の調査や情報発信は全国各地でも観光地単位で行われているが、県によると、県全
域にわたる調査や発信は珍しいという。
宿泊施設にとっては、ホームページを見た高齢者や障害者から問い合わせがあれば、ど
んなニーズがあるかを把握できる。できる限り要望に応えようとすることは、もてなしの
意識向上につながる。
バリアフリー推進の背景には本県観光客数の伸び悩みがある。県の観光統計によると、
県内の延べ宿泊者数はここ数年、年間３５０万人前後で推移している。ＪＲなどが展開し
た一昨年のデスティネーションキャンペーンや昨年秋の国民文化祭があった割に大きな伸
びはない。
高齢者や障害者の中には、観光に出掛けたいと思っても、宿泊施設のバリアフリー化が
不十分なことから、旅行自体を諦めてしまうケースもあるという。観光関係者はこうした
人たちが安心して泊まれるようにすれば、観光・宿泊客を増やせると見込んでいる。
県観光連盟の取り組みに加えて、県も本年度、バリアフリーなどに取り組む施設への助
成制度を設けた。
バリアフリーに向けた設備改修などを行う観光・宿泊施設に、対象経費の２分の１以内、
最大５００万円を助成する。本年度は３５００万円の予算を計上。県内８施設が人工肛門
や人工ぼうこうの人向けのトイレ整備などに充てる。
ただ、バリアフリー化は、利用者目線に立って行われているかどうかが問われる。良か
れと思って設備を整えても、使い勝手が悪ければ経費の無駄になりかねない。
神奈川県は２０１１年、宿泊施設にバリアフリー対応を求めるガイドラインを策定した
が、事前の調査で、多くの経費を掛けていながら役立っていない設備がある一方、手作り
の設備が効果を挙げている例もあることが分かった。要望に丁寧に応えることの大切さを
よく表している。
高齢者や障害者にとって快適な観光の環境は、誰にとっても快適なはずである。宿泊施
設を皮切りに、将来的には屋外も含めた観光地全体で、可能な限り「バリアフリー観光」
を推進したい。

北海道、
「県」に分割？

自民道議有志が研究会「４」「６」案を検討
北海道新聞 2015 年 9 月 29 日
自民党の道議有志が、北海道を複数の県に分ける「分県」の研究会を発足させる。１８
８６年（明治１９年）の道庁設置以来、浮かんでは消えてきた議論だが、
「広大な北海道に
知事がたった１人では、国への影響力が他地域に見劣りする」との声が多く、道州制の失
速も踏まえ機運が高まった。実現のハードルは高いが、議論を呼び水に政治力の強化策を
探りたい考えだ。
名称は北海道分県研究会で、自民党・道民会議（５１人）の３０人超で構成。１０月１
日の役員会を皮切りに《１》道南、道央、道北、道東の４県《２》道南、道央、道北、オ
ホーツク、十勝、釧路・根室の６県―の２案をたたき台に議論を進める。
分県論が再浮上する背景にあるのは、政治力不足への危機感だ。

大阪都構想の再議論、コストは？

６月まで経費３１億円

野上英文、藤田遼

朝日新聞

2015 年 9 月 29 日

大阪都構想に関する大阪市の住民説明会では、会場使用料などに公費が使われた＝４月１４日、大阪市浪
速区

橋下徹大阪
市長（大阪維
新の会代表）
の悲願だった
大阪都構想に
かかった大阪
府・市の経費
は、約３２億
円だった。１１月２２日投開票の大阪府知事と大阪市長のダブル選挙で再び争点となりそ
うな都構想。新たな支出をめぐり、再挑戦に関する論議にも拍車がかかりそうだ。
賛成６９万４８４４票、反対７０万５５８５票。都構想が小差で廃案となった５月１７
日の住民投票の直後、橋下氏は記者会見で「話し合いで無理な場合は住民投票で、最後は
民意を使わせてもらわないといけない。それはコスト、税金がかかる」と説明した。その
うえで、
「多額の税金を使わせてもらい、納税者の皆さんには感謝しなければならない」と
述べていた。
都構想にかかった関連経費は、橋下氏がＩＣＴ（情報通信技術）教育の推進を狙い、大
阪市内の全小中学校にタブレット端末各４０台を整備したり、校内のインターネット回線
を増強したりするため、今年度の市の予算に計上した２９億５４００万円とほぼ同規模だ。
関連経費以外にも、橋下氏が都構想の協議を進めるため、民意を問うとして仕掛けた２
０１４年３月の出直し市長選には、別途５億２６６４万円がかかっている。大阪維新の市
議の一人は「橋下市長は４年前の選挙も出直し選も、都構想を公約に掲げて当選している。
実現に経費をかけるのは当然だ」と訴える。

実質審議また入れず 大阪会議、運営ルール対立
大阪日日新聞 2015 年 9 月 29 日
大阪府、大阪市、堺市の３首長と議員が、広域行政課題を話し合う「第３回大阪戦略調
整会議」
（大阪会議）が２８日、府庁で開かれ、事前協議を行う「代表者会議」の設置を決
めた。しかし、早速、開かれた代表者会議では、大阪
会議で話し合う議題の優先順位などの運営ルールをめ
ぐり、大阪維新の会と非維新がぶつかり、議論は平行
線。今回も実質的な議論に入ることができなかった。
第３回大阪会議の終了後、記者団の質問に答える（左から）橋
下市長、松井知事、竹山市長＝２８日午後、大阪府庁

代表者会議は松井一郎知事、橋下徹大阪市長、竹山
修身堺市長をはじめ、維新、自民、公明、共産など各
会派代表の計１０人が出席した。橋下市長は、議題の優先順位と協議の方法をこの日の代
表者会議で決めるべきだと主張。意見がまとまらない場合は、今井豊会長（維新府議）に
最終判断を任せるべきだと提案した。
これに自民の花谷充愉府議らが反発。代表者会議は全会一致が原則の
ため、
「全会一致になるよう努力しよう」
と譲らず、議論は行き詰まった。
橋下市長は記者団に「全会一致の原則でいいが、会長に議事整理権が
ないと会議は進まない。これが大阪ポンコツ会議の実態だ」と批判。一
方、竹山市長は「結局は全会一致ではなく、強引な手法でやろうという
こと」と指摘し、橋下市長の進め方を批判した。
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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