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　半年後（6月 24日投票）に市長選が迫る 12月議会。おさな

み議員は根本市長に勇退の勧めを一般質問で行った。与党会派

からは出馬要請質問もなく、市長選挙の構図は決まらない。

　根本市長の政策的行き詰まり

が顕著となっている。

　最大の目玉、東京直結鉄道の

野田延伸は、2015（Ｈ 27）年度

までの着工は財源のめどが立た

ず、夢のまた夢。東武鉄道複線

化についても、市内一部区間を

単線のまま高架化するため、そ

の夢さえ奪ってしまった。

　中心市街地の活性化は、逆に

中心市街地から買い物拠点が

次々となくなり、買い物弱者も

出現。その解消のため打ち出し

た市と民間共同の商業施設構想

もうまくいかず、市（野田業務

サービス）が小さな店舗を借り

て営業するという計画に縮小さ

れた。

　まめバスも昨年 4月から再編

され、不便になった路線もでき

ている。交通弱者対策は待った

なしだが、妙策がない。

　介護施設の絶対的不足や教育

課題も含め、根本市長が市長選

挙に立候補した 20年前の公約、

「東葛一生活満足度の高いまち」

の達成感はない。

　清掃・環境行政では、ごみ処

理施設の協定期限を次々と破り、

地元住民を敵視する有様で、そ

の姿勢が新清掃工場建設に暗い

影を落とす。柏廃材処理センター

の公害問題も力を入れ始めたと

はいえ、最初の認識があまりに

も甘く、周辺住民に健康被害を

もたらした。

　もちろん、市財政の自由度は

狭まり、妙策が転がりだす状況で

はない。だからこそ、市政に新し

い風を吹き込み、「一人の百歩よ

り百人の一歩」の意識的市民参加

に変えなければならない。ずるず

る6期目では市民力が問われる。

子どもの貧困対策と
市長の勇退を一般質問で求める

停滞脱する人心一新が必要

　一人でも入れる労働組合、東

葛ふれあいユニオンが再建大会

を開いた。野田支部はこの間企

業閉鎖に伴う退職金満額支払い

など成果はあったが、今回全面

再開される。

　すぐに柏市内の個人医院での

首切り問題が持ち込まれ、その

解決に全力を挙げている。ホー

ムページもあり、まずは相談を。

働くものには権利がある

東葛ふれあいユニオンを再建
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　親の経済力によって子どもの

将来が決まり、機会不平等、格

差増大のいやな社会が目の前に

広がっている。子どもの希望に

さえ格差を生み出す社会を何と

しても変えたい。

　このような気持ちで、おさな

み議員は学力の背景にある経済

格差、幼児期の保育所、幼稚園

等の子育て環境の充実、経済的

困難さを持つ家庭への各種の支

援策の充実をただした。

　これらは09年総選挙で政権交

代した民主党への期待であった。

国政ではすっかり裏切られたと

はいえ、身近な自治体の現場か

ら子どもの希望を奪わない政治

を積み上げていきたい。

　その関連で健康格差が出ない

ように、医療費助成制度を中学

3年まで行うべきとも質問した。

この課題は若い母親が 3千人を

超える署名を集めて議会請願し

（おさなみ議員も紹介議員とな

り、県内の助成一覧を議会各会

派に配布）、全会一致で採択する

ことができた。

　右の 3つのグラフは経済力と

学力や進路の関連性を示すもの

で、いずれも09年 7月に発表さ

れた「教育安心社会の実現に関

する懇談会報告～教育費のあり

方を考える」から。

　3ページのデータは貧困率の

推移であり、増加は止まるとこ

ろを知らない。

上記2図は子どもを取り巻く家庭環境が与える学力形成の影響について調査

　・関東地方にある人口約25万人の中都市に住む、小学校６年生とその保　

　　護者を対象に調査。

　・お茶の水女子大学21世紀ＣＯＥプログラム（誕生から死までの人間発　

　　科学）の事業として調査を実施（平成18年９月公表）から

日本全国から無作為に選ばれた高校3年生 4,000人とその保護者4,000が調査

対象。両親年収は、父母それぞれの税込年収に中央値を割り当て（例：「500

～ 700万円未満」なら600万円）、合計したもの）。無回答を除く。

　（出典）東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策研究センター「高校生

　の進路追跡調査第1次報告書」（2007年 9月）

親の経済力で人生が決まってしまうのか

希望を奪う貧困!!�対策充実を自治体から

医療費助成請願採択
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　　　　　　 昭和 平成
60 年 63 3 年 6 9 12 15 18 21

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
　相対的貧困率 12.0 13.2 13.5 13.7 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0

　子どもの貧困率 10.9 12.9 12.8 12.1 13.4 14.5 13.7 14.2 15.7
　子どもがいる現役世帯 10.3 11.9 11.7 11.2 12.2 13.1 12.5 12.2 14.6

　
　

大人が一人 54.5 51.4 50.1 53.2 63.1 58.2 58.7 54.3 50.8
大人が二人以上 9.6 11.1 10.8 10.2 10.8 11.5 10.5 10.2 12.7

　　
名 目 値 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円

 中　央　値 ( a ) 216 227 270 289 297 274 260 254 250
 貧　困　線 ( a/2 ) 108 114 135 144 149 137 130 127 125

 実質値 ( 昭和 60 年基準 ) 　　
 中　央　値 ( b ) 216 226 246 255 259 240 233 228 224

 貧　困　線 ( b/2 ) 108 113 123 128 130 120 117 114 112

　相対的貧困率等の年次推移  
　　　　平成 22 年度国民生活調査概況（平成 23 年 7 月 12 日厚労省発表）から

　消費税値上げの必要性を大

手紙がいっせいに報じている。

その背景にはＴＰＰ問題同

様、財界がいる。財界主流は

輸出大企業の代表であり、国

民が納めている消費税12兆円

余の 28％、3兆 4千億円弱が

「輸出戻し税」として彼らに還

付されてしまう（2010 年度）。

消費税が 10％になれば当然こ

の 2倍。濡れ手に粟の彼らに

とって消費税増税は大歓迎だ。

　1989年の消費税導入以来、法

人税率や所得税の最高税率は大

きく減らされ、その減額を消費

税や介護保険料等の負担、国債

等の借金で肩代わりしてきた。

当然大企業は莫大な内部留保を

貯めこみ、「勝組」で分け合う。

　03 年導入の証券優遇税制で

も、国と地方合わせた税率は現

在10％。所得税の最高税率40％

と地方税10％をあわせた50％

のわずか 1/5 だ。富める者は

ますます富む一方、労働者派

遣法導入等で雇用が崩壊し、

ワーキングプアや結婚できな

い若い世代が増え続ける。

　未曾有の東日本大震災が

あっても、法人税４.5％引き

下げとは正気の沙汰とは思え

ない。世代間格差をあおって、

責任を転嫁する経済や政治「指

導者」のモラルハザードは極

まった。全員に退場を命じる。

99％は 1％に退場を命じる
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労働相談は東葛ふれあいユニオン野田支部（おさなみ事務所内）まで　℡ 04-7125-2627

　野田市の学校や公園などの除

染費用約 4億 1千万円、放射能

を含んだ剪定枝葉の処理費用約

1億 4千万円。お隣の流山市や

柏市ではごみの焼却灰が処分で

きず四苦八苦。原発事故の放射

能対策に予算的にも人的にも、

原発事故以来莫大な負担を強い

られている。

　200km 離れた福島第一原発で

もこうだから、90kmしか離れて

いない茨城県東海村の東海第二

原発に「もしも」のことがあっ

てはならない。大震災のときは

一部電源が失われ、危機一髪の

事態も起き、現在稼動停止中で

津波や電源対策等を行っている。

　しかし、稼動から33年たった

老朽原発であり、周辺は水戸市

など人口も多く、日立の大工場

群が林立している。土浦市や取

手市、北茨城市の各議会がすで

に廃炉を議決し、東海村長や日

立市長が廃炉を主張している。

　新社会党は 2月 2日、日本原

子力発電（株）の同原発を訪れ

て、再稼動反対と廃炉を申し入

れた（写真右上）。なお、その後

の所内視察の際、免許証等の本

人証明がないとの理由で、原電

は地元の相沢一正東海村議の入

場を拒否、また、現職議員以外

も拒否するかたくなな態度を見

せ、強い抗議を受けた。

副所長に申し入れる新社会党自治体
議員団代表の岩中伸司熊本県議

これ以上の放射能被害はごめんだ

東海第二原発は廃炉を

　1月 16日に市長が臨時議会を

召集し、柏廃材処理センターの

公害による健康被害者団体が、

国の公害等調整委員会に裁定を

求める際に、その費用を補助金

として交付する条例と、その補

助金等を予算化した補正予算を

提出。議会は全会一致で可決し

た。

　これは住民と市、そして市議

会が一体となって許可更新に反

対する中、許可権者である千葉

県が 12月市議会が終わり、県

議会も 12月 20日に終わったそ

の時を狙って許可したことに対

する宣戦布告ともいえる。

　すでに同じような被害を受け

た「杉並病」を闘った弁護士等

に手回しし、公害等調整委員会

に持ち込む段取りまでつけた。

公害等調整委員会は中立の第

三者機関であり、時間もかかる

恐れはあるが、柏廃材処理セン

ターへの抑止力となるのは間違

いない。

　根本市長の清掃行政の失敗の

尻をぬぐう形で、おさなみ議員

や、千葉美佐子さんなど多数の

公募市民が参加する中で、新清

掃工場建設候補地選定審議会が

進められている。

　次年度から10年間で可燃ごみ

量を 30％減らす「一般廃棄物処

理基本計画（ごみ編）」が 2月

14日までの期間でパブリックコ

メントにかけられている。

　いよいよこれから候補地をど

こにするのか、その選定基準を

決め、複数の候補地を決める段

階に進んでいく。これからが正

念場となり、目が離せない。

　改選後 1年間停滞していた議

会基本条例策定特別委員会は昨

秋から動き出した。政務調査費

を使って市議全員対象の講演会

を開き、1月半ばには長野県松

本市と飯田市の各議会を訪れ、

名高い議会改革の実践を勉強し

た。議員任期の残りはあと 2年

余。何としても議会の抜本的改

革を成し遂げなくてはならない。

議会改革の本気度が試される

いよいよ正念場 !!
新清掃工場建設候補地の選定へ

柏廃材処理センター健康被害問題
市のバックアップで国の調停機関へ


