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新清掃工場は全市民の知恵で

前提は根本市政の信頼度
　開会中に大地震に見舞われ、死亡１名、火災１件、多数の屋根等の損壊など、
市民に大きな被害が出ました。初めての原発震災ともなり、震災後の対応を
並行しながら、中断で５日延長して議会を終えました。注目の新清掃工場建
設は公募市民や議会も関わる形で審議会を立ち上げて対応する見込みです。

　裁判での和解により 2014（平
成 26）年 7 月に稼働期限が延
長された関宿クリーンセンター
の代替施設建設。それにもかか
わらず市長の強硬方針によって
2 年間も時間を浪費し、中里工
業団地内の建設予定地は白紙に
戻し（候補地の一つには変わり
ない）、新たに候補地選定から
始めることになりました。
　市長は 6 月議会で審議会を
立ち上げて、公募市民、自治会
連合会や廃棄物減量等推進員代
表、学識経験者、さらに二元代
表制の立場から法的に規定され
ている以外、市長の諮問機関に
参加しないとしている議会から
の参加もお願いすると表明。
　また、その審議内容は候補地
の選定と絞り込み（候補地を2ヶ
所に絞って環境アセスメントを
行い、候補地を選定する）、焼

却等の処理方式の決定、ゴミ減
量、そして建設地元還元策と全
般にわたります。市長は担当の

環境部だけにまかせるのではな
く、新清掃工場建設支援担当に
総務部長を任命しました。

　おさなみ議員は一般質問で、
建設までタイムリミットのある
貴重な 2 年間を市長の強硬な姿
勢によりムダにしたことを失政
と反省することがまず必要、ま
た、稼働期限後のゴミ処理をど
のように行うのか、全市民的課
題として審議会で議論すること
は大切なことだが、そこに建設
予定地と目される地元住民の意
向を受入れられるのか（たとえ
ば審議会での傍聴市民との対
話）、最終選考段階でお互いの
協議を同時並行的に行う必要が
あるとただしました。
　これに対して市長は、失政で
はなく失敗だと逃げた上、審議

会での傍聴者との関係は審議会
が決めることと建て前を言うに
とどまりました。
　問題はどこに建設するにして
も、これまでのように協定を破
るのではないかという市民の不
安をどのようにぬぐい去るの
か、まさに市長の信頼度にか
かっているといえます。

広範な議論と民主的手続きを
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　昨年９月以来、老朽化のために通行止めとなって

いるとんとんみずき橋。責任の所在（費用負担）を

めぐり、UR都市機構と話し合いが続けられていま

す。大地震の余震が続く中、とりあえず道路上の部

分撤去はURが行うことになりました。一日も早い

再建・開通が待たれています。

　絶対安全と強弁されてきた原

子力発電所（原発）が破壊され

て、放射能がばらまかれていま

す。しかも電気の１/3は原発で

発電しているというのも、他の

火力発電や水力発電を抑制する

政策によるものだということも

明らかになりました。

　一度事故が起きれば取り返し

のつかない事態となるという警

告は、不

幸にも現

実となり

ました。

　原子力

発電に注

ぐ予算を

自然エネ

ルギー開

発に使う

べきです

し、事故

がなくて

も原発か

ら発生し

た放射能

は 処 理

できません。半減期が2万年以

上もあるプルトニウムを誰が責

任を持って管理するのでしょう

か。

　それでなくても世界有数の地

震国の日本では原発に頼るエネ

ルギー政策は無理であり、今回

の事故は警鐘を鳴らしてきたと

おり、必然的な結果です。当面

は火力発電で電力をまかなうと

しても、すべての原発を停止す

ることが必要です。

　おさなみ議員も呼びかけ人の

一人なっている反原発自治体議

員連盟の発足が５月に迫ってい

ます。期待したいと思います。

悲劇を繰り返さないために
本気で原発政策からの転換を

千葉美佐子

　おさなみ議員は新潟県中

越沖地震で柏
かしわざきかりわ

崎刈羽原発が

損傷した後、現地を視察。

その結果を受けて、2008

年 9月議会に、原発政策を

改め、自然エネルギーへの

転換を政府に求める意見書

を提案しました。

　しかし、保守系会派と公

明党などの反対多数で否決

されました。彼らはいまど

のような気持ちで原発事故

を見ているのでしょうか。

原発政策転換意見書に反対
した議員はいま何を思う

　情報化推進協議会条例が廃止

されました。これは市内のテレ

ビ放送チャンネルの多様化に備

えようというものでした。その

後、テレビのデジタル化やケー

ブルテレビ等の参入があり、役

割を終えたためです。

　ただ、これは非常時災害情報

伝達も視野に入れたもので、こ

の事業が伸展しない中、FM 放

送や戸別受信型の防災行政無線

が模索されましたが、いずれも

不調に終わりました。

　そのような中で今回の大地震

で、計画停電情報など大きな情

報格差が起こりました。市の緊

急情報発信は旧関宿地区の防災

行政無線以外、まめメールと

ホームページのみといっても良

い状況でした。万が一に備えて

これ以上具体化を先送りにする

わけにはいきません。

必要なのは野田市の情報
　今回の放射能汚染問題も、市

原市で測定している大気放射能

濃度や県水道の水の汚染情報で

はなく、野田市の大気や飲み水

や野菜等の情報が欲しいので

す。それを知って安全かどうか

を判断しなければなりません。

　まさに「お上」の情報を鵜呑

みにする行政でよいのかどうか

が問われました。

必要なのは身近な情報
震災情報で格差・万が一に備えよう

職場や労働問題のご相談は東葛ふれあいユニオン（7125-1647）まで
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　おさなみ議員は 23年度一般

会計予算案に反対する主な理由

として次の点を挙げました。

　第1に根本市長の長期政権で、

予算にメリハリがないこと。

　たとえば近隣市から大きく取

り残されている学校の冷房化

は、残されたコンピュータ室13

校分の費用はわずか2,430万円。

それにもかかわらず毎年その２

/13 づつ「計画的」に予算付け

するだけ。

　校舎等の耐震化についても毎

年 1施設（1学校ではない）だ

け。完了まで 30年以上もかか

り、お隣の流山市が予算を重点

化し、今年度中に全校終了させ

るという予算とは大きく異なっ

ていることです。

　次に、せっかく貧困と格差社

会の歯止めとなり得る公契約条

例をつくりながら、福祉や保育

などの公的サービスを民間の低

労働条件を前提にした「指定管

理者制度」切り替えを進め続け

ていることです。

　さらに中里工業団地に清掃工

場を建設しようとした際、住民

合意は不要と言い

切ってしまう強権

的対応や、市民参

加の形式制が、職

員や市民の熱意を

奪っていることで

す。

　なお、おさなみ

議員は次
な み き お や の い

木親野井

土地区画整理事業

特別会計に初めて

賛成しました。こ

会計 予算額 採決 賛否
一般会計 471 億 1700 万円 多数可決 反対
国保会計 183 億 2710 万円 多数可決 反対
下水道 　36 億 4700 万円 多数可決 反対
用地取得 　2 億　200 万円 全会一致 賛成
介護保険 　72 億 8100 万円 多数可決 反対
次木親野井土
地区画整理 　4 億　330 万円 全会一致 賛成

後期高齢者医
療制度 10 億 8260 万円 多数可決 反対

水道事業 41 億 2619 万円 多数可決 反対
合計 821 億 8619 万円

＊水道事業は万円未満切り捨て

　表　各予算額とおさなみ議員の賛否

れは保留地販売不振でできる借

金返済財源不足を、一般会計か

ら補填する心配がなくなったた

めです。

校舎耐震化等の放置予算に反対

　懸案だった新不燃物処理施設

建設がはじまります。せっかく

裁判の和解で清掃工場内にある

不燃物処理施設稼働期間が延長

されたにもかかわらず、建設用

地確保から施設の建設や運営も

民間に任せる方針に固執した市

長の失政で、昨年3月で稼働停

止。そこで働いていた障がい者

は雇用の場を他に求めるしかな

くなっていました。

　今回議決された施設建設場所

は、すでに地元自治会の合意を

得て買収した、利根川に近い目

吹331番地などの1万2414㎡。

2社が入札に参加し、極東開発

工業株式会社（本社・兵庫県

西宮市）が、請負金額約 15億

6800万円（税込み）で落札した。

工期は2013年 3月 15日まで。

　なお、建設後は障がい者も働

けるよう、ライン速度を落とす

仕様となっています。

　公共施設の地震被害復旧のた

めに補正予算が組まれました。

　内容は愛宕保育所など7保育

所、学童保育所 2ヶ所、文化会

館の復旧に4566万円余で

す。

　市役所や議会の本会議

場の復旧等は別予算を組

んで対応する予定です。

　下水道関係では直接的

なダメージはありません

でしたが、埋め戻し部

分の陥没など 7ヶ所の復旧で、

824万円余です。

　民間事業所の復旧は国等の制

度を活用してもらいますが、個

人宅の損壊等にも助成が欲しい

という声が上がっています。

新不燃物処理施設建設契約可決
市長方針誤りで3年遅れ

保育所復旧など予算可決

議場も天井の一部などが壊れた

おさなみ議員の一般質問
１　行政資産管理について
　　公共施設の維持管理や更新

　時期を把握・調整して、市民

　サービスの維持や財源運営に

　問題を起こさないよう求める

　もの。佐倉市の先進事例で例

　証した（3月議会だより参照）。

２　新清掃工場建設について
　　今回の建設候補地問題の教

　訓や関宿クリーンセンター稼

　働停止後、新工場稼働までの

　ゴミ処理について（1面参照）

３　指定管理者制度について
　　片山総務大臣の図書館は指

　定管理者制度にそぐわないと

　する見解と野田市の方針につ

　いて

４　小学校の英語教育と学力問
　題について
　　小学校で英語活動が始まる

　が、その体制と効果について。

　また学力向上が叫ばれている

　が、それを育む野田市の教育

　のあり方について

3 月議会本会議の録画中継は野田市議会のホームページから最終日を除いて見られます 議決権を発揮する議員の議案に対する判断を発表しない議会は信頼されない。一日も早い公開を

　昨年の市議選で議会の勢力

図が変り、議会基本条例策定

が足踏みしています。それを

隠そうとするかのよ

うに、多数派は昨年

12月議会で議会活性

化等検討委員会を再

び立ち上げました。

案の定、それすら 3月議会が

終わっても一度も開かれてい

ません。

　朝日新聞の「三ない議会」（4

年間で市長提案を修正・否決し

たことがない、議員が政策条例

提案したことがない、議員の賛

否結果を明らかにしない）に当

てはまる野田市議会。口を開け

足踏みを脱し議会改革進めよ
自ら勉強し先見性発揮を

ば「市民の代表」というにも

関わらず、昨年６月議会では

新清掃工場建設が差し迫って

いるにもかかわらず、

それを検討する議会

特別委員会設置は時

期尚早と否決したこ

ともあります。

　このように自ら議会改革を

進めることができないのでは

市民から見捨てられます。

　3月議会への市民の陳情のひ

とつは「容器包装リサイクル法

を改正し、リデュース（発生抑

制）とリユース（再使用）を促

進するための法律制定を求める

意見書採択に関する陳情」で、

公明党を除く多数で採択し、国

に対して意見書を送りました。

　この陳情では事前に各会派が

集まって陳情者から直接考えを

聞く機会を設けることができま

した。　もう一件は「ＴＰＰ交

渉参加反対に関する陳情」で、

ちば東葛農協川間支店から出さ

れたものです。これはTPPは必

要だと思いながら不採択にでき

ない多数派議員の思惑で継続審

査という名の棚上げ処分にして

しまいました。

　おさなみ議員は TPP という、

日本社会をさらに壊してしまう

経済協定をつくってはならず、

採択すべきとの考えで、継続審

査に反対しました。

陳情継続審査というごまかし

　所得制限のない子ども手当が

政局の焦点のひとつになってい

ます。確かにこれまでの日本の

制度は所得制限がありました。

　しかし、所得の把握にかかる

コストが不要となりますし、高

所得者には税金で応分の負担を

してもらった方が良いのではな

いでしょうか。

　階層の固定化が世代を超えて

も続く今日、せめて子どもには

少しでも同じチャンスをという

政策にケチをつけるのは、寛容

な社会といえるのでしょうか。

　もちろん財源をきちんと確保

するのは当然です。子ども手当

に難癖をつける政治家の多くが

消費税増税しかないといいま

す。しかし、それこそ低所得者

への逆進性をどうするのでしょ

うか。そのような考えだから、

大震災の復興に消費税増税論が

でるのです。いやな世の中です。

子ども手当が政局となる
政治の貧困と不寛容社会


