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３月議会
レポート

　新社会党本部書記長として、今月都
内で開かれた全国大会で提案するおさ
なみ議員。週末を中心に全国を駆け
回っています。市内では新清掃工場建
設に力を注ぎ、気を配ります。
　「議員は体力」を地で行く毎日です。

　市民の暮らしや生活環境を規定する 473 億 300 万円の平成 24
年度一般会計など、8 会計合計 847 億 4300 万円余の予算案を中
心に、6 月の市長選挙や原発事故関連など、議員や議会としての
攻防があった 3 月議会の報告をします。

ずるずる現職６選では・・・
　昨年 12 月議会でおさなみ議
員が引退を勧めた根本市長。3
月議会では与党最大会派が立候
補要請をしても意欲はあるとし

ながらも明言しませんでした。
　それはそうです。ワンマンで
好き嫌いが極端。市民生活の底
辺を支える清掃行政では、幾度

も住民から裁判を起こされた挙
句、中里地区での新清掃工場建
設では住民同意は不要と傲慢さ
を見せました（結果は白紙撤回）。
地下鉄 8 号線延伸では強がりを
言うばかり。市長も惜しまれる
うちに引き際を大切にすべきで
はないでしょうか。東電値上げ反対全会一致

東海第二原発廃炉多数決で
　東京電力の企業向けの一方的
な値上げ、さらには家庭向けの
値上げ方針に対して、電気料金

を決める総括原価方式の問題点
が解消されておらず、また、地
域独占の下で他の電力企業の自

由参入に高いハードルを課して
いることもあり、値上げをさせ
ないように政府が指導すべきと
した意見書（おさなみ議員が提
案文を起草）を全会一致で可決。
　事故の際、野田市が最も影響
を受ける東海第二原発の再稼動
反対・廃炉を求める意見書は、
政清会のみの反対で、多数で可
決できました。県内議会では流
山に続いて 2 番目。

対政府

意見書
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　市長提案で内容に異議が出て、多数決で可決された議案
の一部を紹介します。

震災復興財源

庶民増税の一方法人税は減税
　市税賦課徴収条例の一部改正
は、県のたばこ税から一部を市
税に移譲されることには異議が
ありませんでしたが、復興財源
名目で 10 年間、市民税の均等
割を 500 円（県税も同様で合わ
せて年間千円）引き上げは、他
方で法人税の 30％から 25.5％

への減税（3 年間だけ凍結）を
行う税制改正は、ゆとりのある
大企業に減税を図り、庶民にし
わ寄せするだけだと、新社会党
などが反対しました。
　なお、所得税でも来年から 25
年間、所得税額に 2.3％上乗せ
される問題もあります。

　平成 25 年度からの北部保育
所の運営を（株）コビーアンド
アソシエイツを指定管理者にす
る議案も賛否が分かれました。
　新社会党のおさなみ議員など

は賃金の官民格差を利用して、
保育士の経験の積み重ねが大切
な保育サービスを下請けさせる
ことに反対との立場ですが、多
数で可決されました。

　買物拠点の設置運営に関する
条例の制定については、買物弱
者対策という市長選挙の公約遂
行に執念を燃やしたもの。
　しかし、官民協働のまちづく
り会社を設立し、キッコーマン
第二工場跡地に生鮮食品スー
パーを開設する構想は、時間と
多大な労力をかけたものの失敗。
その後その工場跡地のそばの店
舗を借りて、小規模な店舗運営
を行おうとしましたが、運営主

体もできず、借りることもでき
ませんでした。
　今回はより愛宕神社寄りの空
き店舗を借りて、その運営を指
定管理者が行うものです。その
指定管理者は市が丸抱えの第三
セクター、野田業務サービス（株）
がなる見込で、公約が進まない
市長の焦りが見えるようです。
　新社会党のおさなみ議員は愛
宕駅前にヨーカ堂系の生鮮スー
パーが進出する見込みなので、

北部保育所の指定管理者決まる

紆余曲折の末 買物便利拠点条例

日の出町の排水対策

陳情は不採択だが必

要性の認識では一致

　日の出町自治会から出された、
自治会内の排水対策を求める陳
情は、現状の改善が必要との認
識で一致したものの、下流部分
が改善されないままでは、他に
水害発生等の問題が起こりかね

ないことや、1 年間で事業化す
るのは無理との理由で賛成少数
で不採択。
　しかし、審査した建設委員会
では課題の共通認識が図られ、
部分的な改善はされる見込み。

市が大規模なものを設置するの
は問題としながらも、どの程度
住民の買物ニーズに対応できる
か課題はありますが、小規模な
らと賛成しました。

　新年度の国民健康保険会計か
ら、市長は一般会計からの特別
財源対策の 1 億円繰り出しをや
めてしまいました。
　繰り入れや国保税値上げをし
なくても採算があうとの判断で
す。しかし、これでは貯金がな
くなり、来年度の値上げは待っ
たなしの可能性が出てきます。
　そのため、新社会党などは国
保会計予算案に反対しました。

来年度は国保税値
上げ待ったなしか

　おさなみ議員なども加わって
いる新清掃工場建設のための審
議会は、調整区域内で面積が 2
万㎡以上などの条件で、公募も含
めて用地の選定に入っています。
　今後は処理方式の決定や環境
アセスメントの方法などを決め
ていきますが、新清掃工場を軸
にしたまちづくりで、迷惑施設
のイメージを一新して地元の同
意を得るのか正念場を迎えます。

新清掃工場建設
正念場へ近づく



　おさなみ議員の一般質
問は、①新清掃工場建設
と環境アセスメント及び
環境アセスメント条例制
定について、②地域主権
一括法対応について、③
コウノトリ放鳥計画の中
止を求める 3 項目でした。
　②については他の議員
が先んじて行ったため、
今回ばかりは時間にゆと
りがあると思いました。

しかし、環境アセスメントにつ
いて市長の理解が進まず、その
説明に時間がかかり、最後のコ
ウノトリの質問では時間が足り
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お
さ
な
み
議
員
の
一
般
質
問

　新清掃工場は一日の処理量が
95 トンとなったために、千葉県
の条例に基づく環境アセスメン
ト（以下、アセス）でなく、自
主的なアセスとなりました。
　おさなみ議員は新清掃工場の
環境アセスで配慮すべき課題を
上げるとともに、今後そのアセ
スを教訓化して条例化すべきだ
とただしました。
　つまり、市民参加のアセスを
行う中で、地域の自然や文化の

把握するとともに、それを増進
させるべきだとしたのです。
　さらに、大規模事業だけにア
セスを課し、時間的、資金的に
大変なためにアセス取組みを少
なくしてしまうのではなく、小
規模事業にも簡便なアセス（諸
外国ではこれが大半）を行わせ、
その積み重ねの中で市内の自然
や文化などを詳細に把握する環
境アセスメント条例をつくるべ
きなのです。

ませんでした。下記が環境アセ スメントの質問趣旨です。

環境を増進させるアセスメントを

　３月議会で成立した一般会計
補正予算第８号は７回目の補正
予算となり、当初予算 471 億
円余が合計約 30 億円積み増し
され、初めて 500 億円を越え、
501 億 8780 万円となりました。
　主な内容として、スピ－カー
付きの屋外型等の防災行政無線

（旧野田地区は新設、旧関宿地区
は更新）建設が入り、2 億 6500
万円余の学校耐震化工事（南部
小体育館と岩木小普通教室棟）
が前倒しされて入りました。
　また、中央小記念館の耐震診
断とアスベスト除去工事費が
2600 万円余で入っています。
　また、消防救急無線デジタル
化県域共同整備費（８千万円余）
が、同様に前倒しされて入りま
した。なお、公園の放射能除去
工事は工法の変更によって 1 億
8500 万円が不要となりました。

24年度の前倒しで
大型補正予算

段階 対象者 年額 ・ 円

第１
生活保護者受給者
老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全
員が市民税非課税の方

24,600

第２
本人及び世帯全員が市民税非課税で、
合計所得金額と課税年金収入額の合計
が 80 万円以下の方

24,600

第３

本人及び世帯全員が市民税非課税で、
合計所得金額と課税年金収入額の合計
が 80 万円を超えて 120 万円以下の方

28,000

本人及び世帯全員が市民税非課税で、
合計所得金額と課税年金収入額の合計
が 120 万円を超える方

31,900

第４

本人が市民税非課税で世帯に市民税課
税者がいる方で、 合計所得金額と課税
年金収入額の合計が 80 万円以下の方

43,200

本人が市民税非課税で世帯に市民税課
税者がいる方で、 合計所得金額と課税
年金収入額の合計が 80 万円を超える方

49,100
〈基準額〉

第５
本人市民税課税で合計所得金額が 125
万円未満の方

54,100

第６
本人市民税課税で合計所得金額が 125
万円以上 190 万円未満の方

61,400

第７
本人市民税課税で合計所得金額が 190
万円以上 400 万円未満の方

73,700

第８
本人市民税課税で合計所得金額が 400
万円以上 600 万円未満の方

78,600

第９
本人市民税課税で合計所得金額が 600
万円以上 800 万円未満の方

83,500

第１０
本人市民税課税で合計所得金額が 800
万円以上 1,000 万円未満の方

88,500

第１１
本人市民税課税で合計所得金額が 1,000
万円以上の方

98,300

表１　第5期（2012～ 2014年度）65歳以上

　2012 年 度 か
ら 3 年間の第 1
号被保険者（65
歳以上）の介護
保険料が表１の
ように決まりま
した（基準額で
年 間 5900 円・
13.7％アップ）。
　おさなみ議員
は、所得階層別
をこれまでの 8
段階から 11 段
階にしたのは改
善されたとして
も、介護保険制
度には政府の負
担 軽 減 と と も
に、保険料が必
ず値上げされる
仕組みが埋め込
まれていること
や、年金が減る
中での負担増に
反対しました。

値上げすれど入所待機者減らず
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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　℡ 04-7125-1647

　財政がき
び し い と、
市民の切な
る願いが進
まない現状
で、飼育施
設
建
設に 1 億 5

千万円、毎年２千万円もかける
コウノトリ飼育はやめるべきと、
初めて議会に陳情を出しました。
　議会では少数不採択という結
果になりました。しかし、おさ

なみ議員の一般質問での取り上
げと、陳情が審査された建設委
員会での質疑で、ますますコウ
ノトリの飼育に理がないことが
明らかになったのは良かったと
思います。

　その後手賀沼のモツゴやフナ、
コイからも基準を超える放射性
セシウムが相次いで検出されて
います。コウノトリを放鳥すれ
ば何を食べるかわかりません。
特別天然記念物のコウノトリを

放射能の危険にさらしてまで飼
うことはありません。特別天然
記念物と市民生活に対する配慮
があまりにも欠けています。
　すでに兵庫県以外では初めて
福井県越前市が飼育を昨年 12

月から始めています。
いくら「一番」が好き

な市長でも、ここはじっくりと
放射能問題を解決してからでも
遅くありません。自然愛好家を
自負するなら市長ならなおさら
ではないでしょうか。

千葉美佐子

放射能汚染地帯でコウノトリ放鳥なんて

　昨年 3 月議会に提出されて以
来、与党会派によって継続審査
というたなざらしにされてきた
ＴＰＰ交渉参加反対の陳情（農
業団体提出）が全会一致採択さ
れ、政府に対する同趣旨の意見
書として可決しました。
　しかし、日本のＴＰＰ参加は

綱引きはありながら既成事実化
されようとしています。
　ＴＰＰは日米で参加国の全Ｇ
ＤＰの 9 割を占め、オバマ大統
領の輸出倍増構想では日本の参
加が不可欠です。しかも単に農
業や貿易の問題だけではなく、
一度は懲りたはずの規制緩和と

アメリカンスタンダードのグ
ローバリズムへの全面的な復帰
につながります。
　そこには「絆」などあろうは
ずがなく、自己責任という美名
の弱肉強食の荒涼たる世界が広
がります。いま再構築すべきは
本物の絆と互恵の社会です。

消
費

税
は

10％ですが。

貿易だけではないのです??!!

国の形を変えるＴＰＰ反対

国民は反対！強者の推進する消費税

庶民大増税で生活はどん底へ
　増税は確かに必要です。しか
し、その財源は消費税だけなの
でしょうか。
　実はそうではありません。消
費税導入以来、高額所得者の累
進制をフラット化し、法人税を
減税し続けてきました。株式関
係の税率も半分にしています。
　20 年間の消費税分はこれら
の大減税で相殺されて消えてし
まったという試算もあります。

　その上、輸出還付制度があり、
私たちが払った消費税から毎年
3 兆円を越える金額が輸出企業
の懐に収まってしまうのです。
　政治のおおもとはどこからど
のように税金を集め、どこにど
のように使うのかです。
　「原子力ムラ」が明らかにな
りましたが、税金こそそのよう
な利権構造があるのではないで
しょうか。消費税増税を推進し

ている陣営を見れば自
おの

ずと分か
ると思います。
　この 20 年間で利得した大企
業の「内部留保」を吐き出させ、
大金持ちから富裕税を取ること。
庶民生活や中小企業を守る税制
改革はそこから始めるべきです。


