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1 億 5千万円の豪邸
年2千万円の生活費

とんでも

ない!!!!

　上の見出しはコウノトリの飼育施設建設費用と毎年の飼

育費用です。市長はこれだけの金をかけてコウノトリを導

入しようというのです。皆さんはどう思われますか。9 月

議会の報告をします。

問題の多い補正予算に反対
　コウノトリは絶滅し、現在兵

庫県などが繁殖と野生復帰に取

り組んでいます。野田市長が代

表理事をつとめる「コウノトリ・

トキの舞う関東自治体フォーラ

ム」全体での取り組みかと思っ

ていましたが、野田市が独自に

江川地区に飼育ケージ等を整備

して、コウノトリを譲り受ける

計画が補正予算に入りました

（1600 万円の設備設計予算）。

　財源は市営ゴルフ場の利用者

の払う料金から、1 回 300 円を

積み立てる「みどりの基金」だ

から良いだろうというのです。

しかし、税金ではなくても市民

の貴重は財源です。おりしも放

射線対策をはじめ、財源はいく

らでも必要なのです。

　コウノトリの飼育施設建設に

1 億 5 千万円、毎年の飼育経費

は 2 千万円。豊かな自然を取り

戻し 多様な生物環境の下で有

機農業を展開することには大賛

成です。しかし、大金をかけて

人工的にシンボルを配置するの

は度が過ぎています。サギ類や

タカ類がいるではありませんか。

私たち白鷺では
ダメですか
船形で9月撮影

私もなり
たい

コウノト
リ

　この問題のほかに、買い物弱

者対策の名目で、キッコーマン

第二工場跡地（野田郵便局付近）

の一部を買い取るための予算が

4 億円入りました。

　しかし、中央市街地の活性化

策が漂流し、運営主体も決まら

ないまま土地を買ってしまおう

というのです。隣接する店舗を

借りて買い物弱者対策の店舗を

出すのは良いことですが、それ

を 5 年後には中規模のスーパー

マーケットにするというので

す。その頃には再出店を働きか

けているヨーカ堂関係の店が至

近距離の愛宕駅西口にできてい

なければなりません。そうなっ

たら「殿様商売」は立ち往生です。

店舗展開の展望なく土地だけ購入
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　7 月のダイヤ改正で東武鉄道

が梅郷駅から野田市駅の一部複

線区間を活用し始めました。こ

の区間ですれ違いができるよう

になって、両駅の待ち時間が１

～ 2 分短くなりました。

運河駅橋上化事業開始
　運河駅の橋上化と東口広場、

駅東西の自由通路建設も、流山

市が来年度完成を目標に始めて

います。

高架事業で複線化絶望
　他方、野田市の財政負担が 40

億円と見積もられている鉄道高

架事業が始まっています。確か

にこの事業で踏み切りによる渋

滞が緩和され、愛宕駅と野田市

駅の利便性が高まり、バリアフ

リー化されるでしょう。しかし、

市内複線化は絶望になります。

直結鉄道は夢と戻るか？
　また、東京直結鉄道建設は、

市長は市民に新たな負担をさせ

ずに鉄道

建設基金

を積み立

てると約

束しまし

た。

　 し か

し、地下

鉄８号線

延伸が答申された翌々年 2002

（H14）年度からはそれすらでき

なくなっています。整備着手が

適当とされた答申期間は目前の

2015（H27）年です。9 月議会

で市長はそれまでの整備着手は

見えてこないと言わざるを得ま

せんでした。

　もともと開発余地のない野田

市駅に新たな鉄道が来ても、流

山おおたかの森駅周辺のような

効果は生まれませんし、市内各

駅から距離のある地域には波及

しにくいものです。

まちづくりの発想の転換を
　鉄道に頼るのではなく、豊か

な自然の下、育児・教育環境に

恵まれ、医療や介護が充実した

街づくりに転換すべき時代なの

ではないでしょうか。

千葉美佐子

一部複線化ですれ違う車両

東武線一部複線化で
　待ち時間短縮だが…

美佐子が

切る！

　2007 年 4 月に（有）柏廃材

センターが南部工業団地で操業

以来、周辺の大気汚染による健

康被害が続いています。

　千葉県の健康調査でも、当該

施設を中心に健康被害は明らか

です。しかし、揮発性有機化合

物測定では特定し切れない中

で、産業廃棄物処理業の許可期

限、9 月 21 日を迎えました。

　すでに市長は県に対して許可

更新しないよう求め、市民有志

も反対の署名運動を行いまし

た。8 月 29 日には市役所で千

葉県と野田市による調査結果の

説明会が開かれ、100 名を超え

る市民や議員が参加し、更新反

対の声に満ち溢れました。

　おさなみ議員はこれを受け

て、議会も反対の意思表示をす

るため動いた結果、全会派の同

意を得て、9 月 7 日に全会一致

で更新反対の意見書を可決。14

日に議長が県に提出しました。

　千葉県は 21 日までに許可更

新の可否を判断できませんでし

た。申請から 60 日以内の 10 月

20 日が判断期限で、楽観できな

い状況が続いています。

柏廃材センター許可更新が緊迫

健康被害をもたらす施設はノーだ

　大震災復興のために今後 10

年間で 11 兆 2 千億円の増税を

行うという野田政権。しかし、

法人税の 4.5％減税をやめれば

毎年 1 兆 2 千億円。10 年間で

12 兆円です。非常時だからと減

税を辞退すればすむことです。

　欧米では大富豪がわれらに増

税をと表明しています。日本の

財界はいかにも身勝手です。

震災復興財源は法人税減税中止で生活費に課
税しないで
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　おさなみ議員の一般質問は、ごみ減量と新清掃工場問

題を中心に、中心市街地の活性化と買い物弱者対策の問

題点と、とんとんみずき橋の再築見通しを質
ただ

しました。

　公募市民 12 名や市議会議員

も異例ながら参加する新清掃工

場建設候補地選定審議会が、10

月 1 日現在 3 回開かれています。

　この審議会の役割は、減量策

も含めた処理するゴミ量及び処

理方式の決定、さらには建設候

補地の絞込み（２ヶ所、来年 2 月）

と環境影響評価（1 年間）を行っ

た後、最終候補地を決めます。

高い減量目標が必要
　野田市の一日一人当たりのゴ

ミ量は県内市一の少なさです

が、課題は生ゴミと紙のリサイ

クルです。市民の出す可燃ゴミ

の半分は水分です。それはほと

んど生ゴミ由来といえます。

　また水分を飛ばしたゴミの半

分程度を紙類が占めています。

　審議会ではゴミ減量は生ゴミ

と紙類の減量がポイントだとの

共通理解ができつつあります。

　それをたとえば生ゴミ減量で

は堆肥化なのか、水を絞って出

すのか、堆肥化でもコンポスト

容器類の家庭普及なのか、堆肥

化装置を建設するのか、建設と

なると、その規模や場所をどう

するのか、議論はこれからです。

　そしてゴミ減量に積極的では

ない市民にも、自分のこととし

て考えてもらうために、無料

配布枚数を制限しても良いか否

か、市民合意が必要です。

　「迷惑施設」のゴミ処理施設を

一定の地域の負担だけにさせな

いために、一人ひとりのゴミ分

別の一
ひ と て ま

手間は欠かせません。

生活直結のゴミ問題
審議会は急進展へ

おさなみ議員の一般質問

ゴミゼロを目指す大胆な減量を
　リサイクル率全国トップクラ

ス（約 47％、10 万人以上の自

治体で）の鎌倉市が、「ゼロウェ

イスト（ゴミゼロ）」を掲げて大

胆なゴミ減量計画をまとめてい

ます。

　また、鹿児島県大崎町（人口

1 万 5 千人）はゴミ焼却施設を

持たず、埋め立てで処理をして

いますが、リサイクル率はなん

と 80.2％。4 年連続日本一です。

　おさなみ議員はこれら先進地

の事例に負けない野田市にする

ことが、新清掃工場建設問題解

決の第一歩だと訴えました。

　たとえば、野田市の 31％とい

う現在のリサイクル率を 50％に

する目標を持って、具体的に何

をすべきか、費用対効果も含め、

減量施策のベストミックスをど

のように選択するのか、問いか

けました。

　これらの課題は行政当局との

議論で解決するだけのものでは

なく、新清掃工場建設候補地選

定審議会で具体化し、市民との

協力で築くものですが。

行政が独走したら失敗だよ
　愛宕駅そばの県道つくば野田

線の南側からキッコーマン第二

工場跡地までの街づくりが混迷

しています。

　第二工場跡地につくろうと総

力を傾けたまちづくり会社構想

は頓挫し、展望がないまま工場

跡地の一部を買おうとしていま

す（一面参照）。

　また、工場跡地の残りの奥の

部分に民間の特養施設の展開を

企図しています。

　考え方はよいのですが、現実

的な施策なのか、一度検討しな

おしたほうがよいと質
ただ

しました

が、翻意を得られませんでした。

とんとんみずき橋展望見えず
　6 月議会に続いてとんとんみ

ずき橋の再築問題を質
ただ

しました。

　しかし、撤去されていない部

分の調査は終わったものの、ど

のような形で再建するのか、費

用負担も含め、展望は見えませ

んでした。

　野田市は決め手のないまま、

UR 都市機構がやるべきだとの主

張を繰り返しました。
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　近隣市ほどではないとはいえ、

野田市も原発から降下した放射

性物質で不安が続きます。

　市内の剪定枝等からつくる堆

肥に高いセシウム含有が見つか

り、それを産業廃棄物として

処理する補正予算が組まれまし

た。すでに使った予備費も含め、

12 月までで 1 億 4 千万円以上

に上ります。

　ただ、処理される銚子市の民

間処分場周辺住民からは、不安

と反対の声が起こっています。

　おさなみ議員は、双方の市民

はともに原発の被害者であり、

放射性物質を焼却する前提の施

設ではないので、十分な検証が

必要と注意を促しました。

全会一致で国に意見書
　これらのことも含め、おさな

み議員は「放射能による環境汚

染と放射性廃棄物の対策を求め

る意見書」をまとめ、全議員の

賛同で政府に提出しました。

　県が 2 万円／ kW、上限 7 万

円という太陽光発電補助を開始

したことで、野田市も独自の上

積みを期待されていましたが、

当てが外れました。

　予算化されたのは、上限で計

算すると 74 件分。10 月 17 日

からの受付ですが、予算を超え

た時点で打ち切られます。

　来年度も補助の上乗せはせず、

県の補助件数を超えた場合、野

田市が同じ補助をする予定との

ことです。

太陽光発電肩透かし

市独自補助なし 放射性物質を含む収集枝葉は

産廃扱いで巨額の処理費用

　江戸川左岸連絡道路の宝殊

花橋付近の工事契約が可決さ

れました。これで整備計画は

一段落することになります。

　おさなみ議員は市内６業

者の入札で、予定価格以下

の入札は１者、しかも 2 億 8

千万円余の契約で、落札率が

98.8％では競争性が発揮され

ているのか疑問だと指摘し、

入札改善を求めました。

　一部損壊で 10 万円以上の

地震被害が出た住家に、市か

ら見舞金が出ることになりま

した。

　わずか 1 万円ですが、対象

件数は 3 千件近くあります。

おさなみ議員が 6 月議会後市

長に要望していました。

江戸川左岸連絡道路完了へ
入札改善を指摘

一部損壊でも見舞金

　地震で使用できなくなってい

る中央小の体育館の屋根の改修

工事予算が可決しました。今後

受注業者の選定を経て、11 月の

臨時議会（？）で契約承認を得て、

着工する段取りです。

　来年 5 月完成見込みなので、

卒業式や入学式には間に合いま

せん。市長はこのような事態を

受けて、年間１施設だった学校

施設の耐震改修を 3 倍化する方

針にやっと改めたのです。

中央小体育館屋根改修予算可決

　社会福祉法人はーとふるが現

在運営している生活介護事業施

設ひばりなどの拡大のために、

隣接している市有地 2300 ｍ２余

を、当該法人に 30 年間無償貸

与することが決まりました。

　はーとふるは障がい者の保護

者などが法人化して、市の障が

い者基本計画に沿った施設展開

を進めています。

　北部保育所が 2013 年 4 月か

ら指定管理者制度に移行する条

例が多数で可決されました。直

営 12 施設のうち７ヶ所目とな

ります。

　おさなみ議員などは、子ども

を育てる保育は利潤を出そうと

する指定管理者制度になじまず、

保育環境悪化など問題を起こす

と反対しました。

北部保育所も指定管理者制度へ

障がい者施設に市有地無償貸与


