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　野田市 2 億 4041 万円、流山
市 23 億 7587 万円。実に 10 倍
の違いがあります。
　何の比較だとおもわれるでしょ
うか。実は平成 19 年度から 21
年度の小中学校の耐震化工事やト
イレの水洗化を含めた大規模改修
工事の決算額の比較です。
　おさなみ議員は今回学校職員室
の冷房化で、近隣市はほぼ終わっ
ているのに野田市はそれどころで
はなく、小学校のコンピュータ室
の冷房化すら 13 校も残っていま
す。しかもあと 8 年もかかる年
間 2 校のペースと追及しました。
　市長は野田市の全国学力テスト
の結果が悪いことをあげて、野田
市のイメージが悪くなると非難し

ています。
　しかし、おさなみ議員は市
長は教育にクチを出すのでは
なく、カネ（予算）を出せと
迫りました。その際実例とし
てあげたのが流山市が１年間
で５校も校舎等の耐震化工事
を行っており、来年度は終わ
る予定なのに、野田市は毎年
１校ずつ。これではまだ 25
年以上もかかると批判しました。
　野田市教育委員会は教育環境整
備予算額比較について曖昧な答弁
しかしなかったため、おさなみ議
員は議会終了後に、過去 3 年間
の耐震工事などを流山市と比較を
した結果、出てきたのは冒頭の数
字です。
　もちろん、市の置かれた状況に

よって、近隣市といえども予算配
分は変わります。しかし、この違
いは言い訳がきくレベルではあり
ません。市長の教育予算配分に根
本的な問題があります。このよう
な政策的欠陥をもっている上に、
５期目の市長です。聞く耳を持た
なくなっていては問題です。

年度

19 20 21

野田市 １小学校 １小学校 １中学校

流山市
４小学校 

１中学校

２小学校 

３中学校

５小学校 

１中学校

＊野田市はこの他にトイレの水洗化等

の大規模改修事業の決算額を合算した 

＊流山市はトイレの水洗化等の大規模

改修事業で耐震化工事を行っているの

でその決算額も合算した

図表１ 流山市との耐震工事等決算額

12 月
議会

　野田市を除く松戸など近隣５市
の職員室の冷房化は完了している
か、来年度完了です。
　暑い夏場に部活指導で汗をかい
ても、仕事中に汗が書類に落ちて

もお構いなしというのが、野田市
の職員室の現実。そういう中で子
どもたちのために頑張っている教
職員に環境整備するのは当然の教
育行政ではと思い、質問しました。

職員室に冷房ないのは野田市だけ

ひどすぎる教育予算の貧困

流山市との比較で歴然
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　　おさなみ議員が提出した国政に

政策要望を行う意見書は今議会は

２件でした。

　　1 件は 「武器輸出三原則の堅

持」、 もう１件は 「介護保険制度の

改善」を求めるもの。前者は自民党・

保守系無所属会派の政清会と民主

党系の民清クラブ等の反対多数で

否決。 後者は全会一致で可決でし

た。

　　「武器輸出三原則」 を破って武器

輸出を自由化しようとの動きは、 米

国と共同開発しているミサイル防衛

システムを、 米国が欧州に売り込む

際の障害を取り払おうとする米国

政府の要求があります。

　　これは今回他会派から提出されて

少数否決となった 「ＴＰＰ交渉不参

加」 を求める意見書同様、 その背

景に米国政権の思惑と執念があり、

それを民主党政権が受け入れようと

する姿勢があります。

　　しかし、 今日の雇用破壊、 貧困

と格差社会を招いたのは、 これまで

米国政府が日本を思いのままにしよ

うとし、 それを受け入れてきた日本

の政治が背景にあります。

　　たとえば毎年米国政府が日本政

府に対して 「年次改革要望書 （日

米規制改革および競争政策イニシ

アティブに基づく要望書）」 を提出

し、 その名の通り、 米国政府の主

導権による日本の政治 ・ 経済改造

が堂々と行われてきました。

　　その要望書には記憶に新しい郵

政民営化や労働者派遣法改悪、 外

資保険を有利にした医療保険改革、

会社法制定による三角合併解禁

等々が突きつけられていました。

　　もちろん、 そこには日本国民や消

費者にとって有利になるとの見方も

入っていましたが、 外交の常は相手

をいかに納得させて、 自国に有利に

運ぶのかです。 当然ながら米国政

府は、 米国民と米国企業にとって最

大の利益を追求します。

　　突然問題になったＴＰＰ問題もそう

です。 今まで環太平洋の小国だけ

だったのを、 経済覇権を求める米国

が参入しようとしているためです。

　　野田市議会で参加反対の意見書

に対して、 反対討論した政清会議員

は、 農業保護をすればよいとの主張

をしました。 しかし、 そのような甘い

認識では米国政府に骨までしゃぶら

れるのが落ちで、 農業の完全崩壊

と社会不安を招くことは火を見るよ

り明らかではないでしょうか。

米国政府による日本改造計画

いつまで甘い認識

　消費税増税の動きが強まっ
ています。年末の 23 年度政府
税制改正大綱では、財源の当
てのない法人税 5％引き下げや
証券税制優遇の２年延長など
の反面、基礎的生活費非課税
原則に則った各種扶養控除廃
止など、勤労所得軽課原則を
踏みにじっています。
　さらに既定事実のように、

「社会保障と税制の一体改革」
の名の下に、消費税増税を行
おうとしています。
　庶民増税の前に、景気対策
のおかげで巨額の内部留保を
貯め込み、経営者や大株主で
利益を分け合っているシステ
ムを変えることから始めなけ
ればなりません。

　12 年度からの第５期介護保険
計画を厚労省が検討を進めてい
ます。全国平均保険料が月５千円

（現在 4160 円）を越えるとの試
算を示した上で、一定の所得世帯
から２割の利用料負担や、サービ
スの前提となるケアプラン作成
費用の一部負担などで抑制する
プランを審議会に提出しました。
　それに対する反発は強く、おさ
なみ議員が野田市議会に提出し

て全会一致で可決した意見書の通
り、国が責任を持って財政負担を
増やすことが必要です。
　介護保険開始以来 11 年、今もっ
て「必要なときに必要な介護サー
ビス」ができていません。
　１月に始まる通常国会でどのよ
うな法案が出てどのように決まる
のか、傍観しているわけにはいき
ません。すべて国会議員にゆだね
ている訳ではないのです。

保険料値上げ・利用負担増で解決しない

公費負担増で介護サービス増進を

庶民増税は筋違い

政治経済の深層を探る!!
今なぜ武器輸出解禁やＴＰＰ？

職場や労働の問題は東葛ふれあいユニオン野田支部まで　電話7125-1647　おさなみ事務所内

　　発行所　新社会党　発行者　栗原君子
〒 103-0006
　東京都中央区日本橋富沢町 7-9　京桜興産ビル３階
            Tel 03-5643-6002  Fax 03-3639-0150
　振替 00140-0-149727　１ヶ月 600 円〒 160 円 1 部 150 円〒 40 円
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　せっかく梅郷駅東口に交番用地
を確保してあっても、交番移転は
早くても９年後？
　一般質問でこんな驚くべき答弁
が出ました。県の建物改築の基準
は 30 年経過後。国道 16 号そば
の交番は建築してまだ 21 年だと
のこと。
　市内の交番は野田橋と愛宕神社

が廃止されているのですから、こ
んな杓

しゃくしじょうぎ

子定規で良いのかと思いま
す。
　みずきのまちの南部まめばんの
効果が低いので、それをとりあえ
ず移そうかとの考えも出されてい
ますが、ますます交番移設が遠の
く恐れもあり、この問題は困難に
直面しています。

　野田市議会への市民参加や議会
活性化をめざす議会基本条例策定
の進み方が大幅にスローダウンし
ています。
　12 月議会には基本条例策定を
進める特別委員会の骨抜きを図る
役割を果たしかねない、「議会活
性化等検討委員会」が再設置され
ました。市議選前にはあとの議会
活性化の課題は議会基本条例で議
論するとしていた委員会です。
　鹿児島県阿久根市や名古屋市を
例に引くまでもなく、議員と議会
のあり方について、市民から深刻
な疑問が出されています。
　しかし、北海道栗山町議会は、
議会基本条例制定後のめざましい
活動で、行政以上に住民の信頼を
得ていると聞きます。

　おさなみ議員は基本条例制定を
進めるのはもちろん、制定前にや
れることを活性化等検討委員会で
議論し、改革を止めさせない考え
で、当面、議長の任期や選挙のあ
り方、常任委員会の活性化などを
提起する予定です。

梅郷駅前への交番移設に大きな壁

停滞させない議会改革
条例制定前でもできることを追求

　1966 年に中野台 587-1 に建
設された浅

せんげんした

間下排水ポンプ場の
建替え議案が出ました。
　周辺 45ha の雨水排水を行う
ものですが、日本下水道事業団
という、国土交通省の天下り団
体との契約であったため、おさ
なみ議員が問題にしました。
　この事業団は自治体の下水道
事業を請け負う団体ですが、常
勤理事 6 名の内、国土交通省か
ら理事長や副理事長など４名、
神戸市から１名が天下っている
のです。
　その上、同事業団と随意契約
で、競争性もなく５年間で 13
億 5 千万円の大事業です。
　おさなみ議員は契約金額の妥
当性などをただし、最終的には
職員の仕事ぶりを信頼して賛成
しましたが、今後はこのような契
約はあって欲しくないものです。

下水道排水ポンプ場

建替え契約

後味すっきりせず

職業訓練センター継続

　野田地域職業訓練センターが今
年度末に廃止されるのに伴い、利
用者が多いため存続させたい野田
市は、無償で建物を譲り受けまし
た（土地は市所有です）。
　来年度からはこれまで通り存続
し、運営は野田地域職業訓練協会
が行います。

保育所待機児童対策

　待機児童がなくならない保育所
ですが、川間駅北口にあるスー
パーの 2 階を改造して、定員 60
名の民間保育所ができることにな
りました。運営は（株）日本保育
サービスで、その是非はともあれ、

同社は市内でも市立尾崎保育所な
どの指定管理者として保育所を運
営しています。

特養ホーム建設

　社会福祉法人法師会（本部・坂
東市）が山崎小学校そばに定員
70 名の特養ホームを建設するこ
とになりました。

新清掃工場建設問題

　焦点となっている新清掃工場建
設は１年ぶりに建設予定地の自治
会と話し合うことになりました
が、その前提は予定地を白紙に戻
すことであり、地元は他に適地を
探して欲しいとの立場。野田市の
清掃業行政への不信は自業自得
で、市長の最大の失政といえます。
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一般質問など議会の様子は野田市議会のホームページから映像でいつでも見ることができます

　 二 ツ 塚

の 南 部 工

業 団 地 に

ある（有）

柏 廃 材 処

理 セ ン

タ ー が 原

因 と 思 わ

れる大気汚染が止まりません。

少なくない市民が化学物質過

敏症患者となり、私自身も症

状が出てしまいました。

　監督責任のある県の対応が

不十分だとして、市長が昨年６月

議会で大見得を切って対策を発表

しましたが、効果は出ているとは

いえません。たとえば、問題を感

知したら市職員が駆けつけるまで

の時間差をなくすために、地元の

方に公害測定機のスイッチを入れ

てもらい、排気ガスを集めること

にしました。しかし、こんな装置

では実効は期待できないと、地元

の方は話しています。

　もちろん、千葉県がこれまで柏

市でも問題を起こしていた事業者

であるにもかかわらず、野田

市での処理場設置を認可した

責任は重く、周辺市民の健康

を守る第一の責任があるのは

当然です。

　しかし、野田市も周辺の

方々や工業団地の企業の反対

があり、柏での操業状態を

知っていたにも関わらず、見

過ごした責任は避けられませ

ん。公害の原因を突止め、市

民生活の安全を取り戻す気概

を持って欲しいと思います。

美佐子が

切 る！
大気汚染公害止まらず

原因究明と対策に本腰を

夕ぐれのとんとんみずき橋をジョギング

　床板が腐って通行止めとなって
いるみずきのまちのシンボル、と
んとんみずき橋は想像以上に老朽
化しており、橋そのものが落下の
恐れがあり、撤去されます。
　問題は市も住民にとても愛され
ていると認識している橋の再建築
方針です。
　おさなみ議員は一般質問でただ
しましたが、明確な答弁はありま
せんでした。それは撤去や再建築、
その後の管理費用等にかかる予算
をどうするのかという課題がある
からです。
　 現 在 の 橋 の 建 築 費 は ５ 億 7
千万円。もちろん、現在と同じよ
うに全部木でつくるのではなく、

耐久性を考え、さら
に橋の規模をどうす
るのかによって費用
が違ってきます。そ
うかと言ってありき
たりの歩道橋ではシンボルになり
ません。
　現在、野田市はＵＲ都市機構と
負担交渉をしています。それは安
易に現地での耐久性を信じて、雨
対策などを講じなかったこと、さ
らには市に移管前に、同様の橋の
落下事故が起こっており、それを

知りうる立場にあったのではな
いかと、その責任を追及していま
す。
　おさなみ議員は、ＵＲ交渉に際
して、議会からも強く指摘されて
いると強く迫り、早急に負担問題
を解決して、再建築を行うよう発
言し、質問をまとめました。

おさなみ議
員 の 他 の
一 般 質 問

○国民健康保険制度の県単位の広域化に伴う諸
　問題を広域化反対の立場で
○まめバスの再編成と公共交通過疎地対策

とんとんみずき橋は落下の恐れ

早急に建て替え計画を

市政と暮らしトピックス


