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６月議会
レポート

　　　　放射線対策で成果

　　    市長が過ち認め加速表明学　校
耐震化

　3月 11日の最大級の地震と大津波、そして原発のあってはならない大

事故は、日本社会に深い傷跡を残すとともに社会や政治のあり方が深く問

われることになりました。そのさなかの6月議会では条理を尽くしてもや

ろうとしなかった学校施設の耐震化の加速、野田地域における防災行政無

線の設置を、市長が誤りを認めて行うことを表明した画期的な議会でした。

　膨大な放射性物質を放出した

福島第一原発事故。そこから出

た放射能雲が東葛地区に流れて

きた3月 21日から22日にかけ

て雨が降りました。そのため放

射性物質が大量に地上に降り注

ぐことになったのです。

　その兆候はその日のうちに出

ました。江戸川から取水してい

る東京都の金町浄水場の水道水

から放射性ヨウ素が乳児の摂取

制限の2倍を越えたのです。

　おりしも 23日は予算委員会

が開かれ、水道予算の審査がさ

れていました。おさなみ議員は

野田市民の飲み水の安全性を問

いましたが、担当者は千葉県水

道には出ていないと、「お上ま

かせ」のちぐはぐな答弁。北千

葉浄水場や上花輪浄水場の放射

線が問題なのにです。22日に北

千葉でも金町浄水場を越える放

射性ヨウ素が出ていたのですが、

分析が遅れたため、その事実を

知らされたのは29日でした。

　22日の予算委でも消防予算

で、市内の放射線管理区域の存

在と事故対策について取り上げ

ました。かつて微生物に突然変

異を起こさせて生産性を上げる

仕事をしていたおさなみ議員な

らではの感覚です。東大柏キャ

ンパスの放射線測定に注目する

など、6月議会でも放射線対策

をリードする形になりました。

　一年に一施設の整備で 30年

もかかる学校施設の耐震化工事

は、昨年 12月議会で流山市の

事例を取り上げ、3月予算委員

会でも同市が 23年度中に終わ

らせることを指摘し、加速化を

求めてきました。

　その伏線があり、今回の余震

で中央小体育館が来年5月まで

使用不能となってしまった事態

を受けて、市長は反省し、工事の

３倍化を表明しました。

中央小体育館使用不能を受け

手ぐすね引いて待っていた６月議会
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　これまで学校施設は「１年１

施設」の耐震化工事に固執して

いた市長も、大地震とそれによ

る中央小体育館の使用不能の事

態で、方針変更を迫られました。

　一生に一度しかない小学校の

卒業式と入学式を、中央小学校

児童は母校でできなくなってし

まったのですから、市長の反省

は当然です。あわせて市長方針

に追随してきた「与党」議員も

反省したようです。

　耐震診断すらしていない８施

設は今年と来年度で診断を行

い、今後耐震化工事は１年に校

舎１棟、体育館２棟と３倍化し、

文科省の予算次第ではさらに早

めることになりました。

防災行政無線設置へ
　県内で野田地域だけとなって

いた防災行政無線の未設置問題。

これも計画停電情報や乳児に対

する井戸水提供情報などが市民

に伝わらず、苦情等が殺到した

ことを反省したのです。

　市長は今後３年間で設置する

（関宿地域の現設備も改善）方針

を示しました。今年度はどこに

設置するのか、調査と実施設計

が行われます。

　江戸川の水から高い放射線量

が検出され、東大柏キャンパス

が同大学の都内のキャンパスの

数倍という高い放射線量を検出

し続ければ、とりわけ小さなお

子さんを持つお母さんたちが不

安になるのは当然です。

　その声が感度の悪い「おじさ

ん集団」の習い性、「お上」の判

断を待つ姿勢を崩しました。市

民の声と議会が同調すれば、住

民第一の行政となる良い見本で

す。

　おさなみ議員をはじめとして、

多くの議員が放射線測定と対策

を求めました。単に大気中の放

射線だけではなく、学校給食に

野田産米を使い、野菜も地産地

消しようと、各種の有機・減農

薬栽培に力を入れている野田市

ですからなおさらです。

　その結果、野菜等の放射線量

を測定する機器をいち早く購入

することになり、どんどん放射

線許容限度を上げてしまう政府

に対して、事故前の一般公衆の

年間１ミリシーベルトという上

限を基準として、それ以上のと

ころでは対策をとるという独自

方針を打ち出させたのです。

コーデックス：WHO 等により設置され、国際食品規格の
策定等を行っている。日本は 1966 年に加盟。
これらのデータ出所は「放射能について正しく学ぼう」ＨＰ

表１　飲み物の基準値　ベクレル／リットル
米国 法令基準  0.111 

ドイツ ガス水道協会  0.5 

ウクライナ セシウム 137  2 

ＷＨＯ
ヨウ素 131  10 

セシウム 137  10 

ベラルーシ  10 

国際法
原発排水基準 ・ ヨウ素 131  40 

　　　同 ・ セシウム 137  90 

日本

乳児暫定基準値  100 

暫定基準値 ・ セシウム 137  200 

　　　同 ・ ヨウ素 131  300 

表２　食べ物の基準値　ベクレル／ kg
ベラルーシ 子ども 37 

ベラルーシ 野菜 40 

ウクライナ 野菜 ・ セシウム 137 100 

コーデックス Sr90,Ru106 など 5 核種合計 100 

米国 法令基準 170 

日本

これまでの輸入品規制値 370 

野菜の暫定規制値 ・ セシウム 137 500 

　　　　　　　同 ・ ヨウ素 131 2000 

　幸運にも、濃度の高い「放射

能雲」は柏市や流山市の上空を

通過したたため、降り注いだ放

射線量は比較的少ないと思われ

る野田市ですが、市の南に位置

する福田地区と山崎地区は、市

内でも高い結果が出ています。

　現在の放射線等の「専門家」

の多くは、「原発安全神話」の下

で育ってきており、彼らの言う

がままに従っては、首都圏も含

めて人体実験場と化し、私たち

がモルモットにされかねません。

　もはや原発はやめさせなくて

はなりません。

おさなみ議員の追及実る

学校耐震化工事3倍化へ

放射線対策は住民の安全第一
市に対策迫り独自基準の成果

野菜の放射線測定も



週刊新社会号外　野田市版　　２０１１年７月発行　１１２７号　　　1988 年 1 月 18 日第三種郵便物認可

　３年後の７月に焼却が停止さ

れる関宿クリーンセンター。関

宿地域の可燃ごみは市外に持ち

出して処分するしかなくなりま

す。間違いなく新たな清掃工場

建設問題は野田市政の焦点です。

　その貴重な２年間を強硬姿勢

で失った市長は、全市民的な参

加で、新たに清掃工場の候補地

の選定、減量策を含めた処理量

と処理方式の検討を行う「新清

掃工場建設候補地選定審議会」

条例を提案し、全会一致で可決

されました。

　審議会の構成は５名の専門家

の学識経験者、７名の公募市民、

自治会連合会と廃棄物減量等推

進員会議の代表から各２名、そ

して議会から各会派代表（現在

８名）で上限26名。

　審議会は前述の役割を果たし

ますが、候補地選定では地元還

元策を含め、利害関係者対応も

課せられています。したがって、

市民等の声を聞くシステムと

なっており、たとえば傍聴者と

の質疑も含めて、「リスクコミュ

ニケーション＊」をはかることが

大切となります。

　審議会は8月お盆明けから始

まる予定で、かなりハイペース

で進みます。審議会委員となる

おさなみ議員は、生ゴミの堆肥

化や紙等のリサイクルによる抜

本的なゴミ減量と、燃やさない

処理システムを推進しようと検

討をしています。

　＊利害関係者が情報を共有し、

　　意思疎通を図ること

　おさなみ議員は市の施設の電

力購入で競争入札を行えと一般

質問で取り上げました。

　意外と知られていないことで

すが、電力の自由化が進み、高圧・

50kW契約以上なら電力会社を

選べます。立川市が大きな成果

を上げています。

　その結果、野田市の場合、59

施設で導入可能で、それら施設

の昨年度の電気料金は合計3億

7千万円。近隣市で先行してい

る草加市の事例なら3700

万円の節約ができます。

市も積極的に取り組みた

いとの姿勢を示しました。

　問題は現下の電力事情

で、安く販売可能な特定

規模電気事業者（PPS）は

新規契約を受けていない

とのことで、たとえば、

千葉市が今年度から取り

組もうとしましたが、できなかっ

たということです。

　PPS 企業は原発がなくても、

東電の送電線を借りて15～20％

の託送料を払っても、安く電気が

売れるのです。一日も早く発電と

送配電を分離し、家庭も販売会社

を選べるようになれば、表のよう

な高い電気料金を払わなくても

すむのです。コストに利益を上乗

せできる「総括原価方式」の独占

電気料金を改めさせましょう。

表３　電気料金比較

使用電力 ・ 契約 料金 /kWh

小口需要者

　　120kw 以下 18 円

　　　～ 300kw 23 円

　　300Kw 以上 24 円

大口需要者

　高圧電力契約 
　　　500kw 以上

11 円

高圧電力 A 契約 
　　　500kw 未満

12 円

業務用電力契約 
　ビルや商店など

13 円

＊東電の場合、 「週刊ポスト」 6 月 24 日号から

コストがかかればかかるほど儲かる？！

野田市も電気購入は競争入札へ

非資本主義的な

　国権の最高機関、国会が足

の引っ張り合いで機能せず、

政権も混迷。政治不信が最高

潮に達しています。

　それをただそうと「脱原発」

意見書を採択させようとしま

したが、少数で否決。まだま

だ原発安全神話と、原発なく

して電力の安定供給なしとい

う「刷り込み」によって目が

覚めない議員が多数派です。

　議会で「ドイツは脱原発を

決めたが、フランスの原発の

電気を輸入している」との議

論が出ました。おさなみ議員

はすかさず４頁の表４の事実

を挙げて反論しました。

ドイツは電力の
大輸出国

電気料金

野田市が問われる新清掃工場建設

再スタートに市民参加の審議会
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表４　ドイツの電力輸出入 2008 年 （「海外電気事業統計」2010年版から）　　　　　　　　　　　　（単位 ： 100 万 kWh）

ベルギー デンマーク フランス オランダ オーストリア ポーランド スイス チェコ その他の国 合計

輸入 0 9,211 10,572 828 7,001 95 3,477 7,938 2,535 41,657 

輸出 4,148 1,413 867 18,858 15,053 5,576 13,989 1,323 541 61,768 

差し引き 4,148 -7,798 -9,705 18,030 8,052 5,481 10,512 -6,615 -1,994 20,111 

　市政の焦点が新清掃工場建設

なら、議会の最大の課題は「議

会基本条例」の策定です。

　昨年の改選で力関係が崩れ、

消極派が特別委員長となり、近

隣市の調査を行っただけ。12月

議会では「議会活性化等検討委

員会」を復活させ、それを優先

させようとしたものの、それす

ら開かない体
てい

たらくでした。

　しかし、6月議会の議長交代

で特別委員長と副委員長が交代

し、前向きになる可能性が出て

きました。

　議員同士が議論し合い、政策

をつくっていく、議会と市民の

意見交換やさらに進んで協働で

きるように、議会の仕組みをつ

くるのが議会基本条例です。

　本来の二元代表制の機能を発

揮する議会をつくり、市民の信

頼と期待に応える時間は限られ

ているのです。積極的に議論を

積み上げなくてはなりません。

　市長は議会の議決を得てから

予算や条例等の執行を行えます。

しかし、議会を開く状況にない

ときは「専決処分」をして行政

執行することが許されています。

　今回は地震対策もあり、補正

予算を2回も専決処分したこと

に、議会から問題提起がされま

した。現在は議会開会の7日前

に市長が議会召集の告示をし、

議案を議員に示さなければなり

ません。「通年議会制」をとれば

　千葉県が太陽光発電設置補助

を始めることになりました。こ

れに伴い、野田市も9月議会で

それに上乗せすることになると

思います。

　千葉県の新制度は１kW当た

り 2 万円の補助で 3.5kW が上

限です。別枠の国の制度は上限

10kWで、１kW当たり4万８千

円です。

　近隣市ではさらに独自に１kW

当たり、流山市は3万円で上限

12万円、我孫子市2.5万円で上

限 10万円、松戸市は 1万円で

上限3万円を補助しています。

年初に議会を召集し、あとは随

時開催できるのですが、そうは

なっていません。

　しかし、議会の本分は議案の

審査にあります。したがって今

後、召集日時の短縮等も含めて

検討することになりました。

　議会も機敏に働く時代です。

県が太陽光発電に補助
市も 9 月に予算化へ

信頼される議会へ　時間は有限

議会基本条例制定促進を

議会召集期間の短縮検討へ

　二ツ塚に

産 廃 処 分

場ができて

以来、周辺

に健康被害

が出ていま

す。

　 県 と 市

が共同した健康調査では距離に

よって優位の差が出ましたが、

原因者は特定できずというおか

しな結果が出ました。

　議会の質問とその後の調査で

分かったことですが、それなら

ばなぜ特定しようとしないので

しょうか。9月に迫る産廃処理

業の許可更新を前にして、私も

被害者の一人としてこの対応に

は怒りがこみ上げてきます。

　風の強さによって工場周辺に

とどまらず、かなり広範囲の環

境に悪影響を与えています。

　県と市には市民の健康を守る

自治体の役割をしっかり果たし

ていただきたいと思います。

柏廃材処理センター問題の解決を
千葉美佐子


