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中心市街地のまちづくり
買い物対策をめぐって

　中心市街地の買い物弱者対策として開店した「のだ元気市場」出足絶不調
の中、市長は国道 16 号以東の買い物弱者対策として、移動販売車を来年 1
月から生協パルシステム委託で稼働させる補正予算を提出。他方、おさなみ
議員は一般質問でキッコーマン 2 工場跡地買収とその活用策に強い疑問を投
げかけ、さらに愛宕駅西口の開発と都市計画について提言しました。

２工場跡地買収・事業計画全面見直しを
　のだ元気市場の売り上げが計
画の購買単価、一人 1400 円を
大きく下回り 800 円程度であ
ること、野田市駅そばの旧野田
高校跡地にスーパー、コモディ
イイダが今秋開店するという
時、野田市が工場跡地を買収し
てスーパー建設を計画するのは
白紙撤回すべきだと質

ただ

しました。
そもそも単なる商業施設ではな
く、中心市街地の活性化を期し
た施設だったはずです。
　あわせて商業施設の後ろ側の
特養ホーム計画は採算が取れる
のか、現実に誘致できるのか質
問しました。
　市長との質疑の結果、地元商
業者の参加と多方面からの検討
が十分されることが前提で、拙
速な土地の買収と事業化は時期

尚早であることがはっきりしま
した。特養ホームについてもこ

の場所にこだわることによっ
て、施設整備が遅れ、入所待機
者と家族の期待を裏切ることが
あってはならないのです。

愛宕駅西地区の都市計画見直しへ
　愛宕駅西地区は野田市の玄関
口として、商業施設（イトーヨー
カドー系）とホテル誘致を期し
て整備が進められています。
　しかし、駅前広場から県道に
通じる都市計画道路の南側は近
隣商業地域、北側は第 1 種住
居地域で、建ぺい率はそれぞれ
80％と 60％ですが、容積率は
共に 200％。これでは商業施設
はともかく、ホテルが建設でき
るはずがありません。
　さらにヨーカド－が進出しや
すいように１～ 2 階は商業施設、
3 階以上は住居など、一定の高
層化など検討の幅を広げるため

には容積率の緩和を検討すべき
と提言しました。幸いこの地区
には一般住宅がほとんどないの
で、容積率緩和に支障が少ない
ことや、道路北側にある開発公
社所有の商業施設用地の活用に
もつながります。市長は都市計
画の見直しを示唆しました。



週刊新社会号外　野田市版１２３９号　　２０１２年１０月発行　　　　1988 年 1 月 18 日第三種郵便物認可

　一般会計補正予算案は想定以
上の前年度繰越金と地方交付税
を主な財源として 12 億 2 千万
円余の増額でした。
　主な支出は、ＮＰＯボラン
ティアセンター設置助成、12 月
からの中学校 3 年生までの子ど
も医療費助成（千葉県の対象拡
大にあわせたもので入院のみ、
通院は従来通り小 3 まで）の増
額、軽・中度難聴児童の補聴器
購入補助、ポリオワクチンが不
活化ワクチンに切り替わるため
の予防接種委託金、太陽光発電
設置補助（県予算の使い切りに
伴い、それと同じ補助を市が行
う）、市道の舗装補修と応急処
理費の増額（あわせて9千万円）、
通学路の安全対策（10 か所）、
側溝等の除染対策費、そしてお
さなみ議員が問題化した移動販

売車の整備補助金と来年度から
5 年間の債務負担行為＊（上限
は 1300 万円強）などです。
　おさなみ議員が問題にしたの
はパルシステムに委託して行
い、3 年程度の赤字を想定し、
販売ルートを３（1 ルート週 2
回）としながら、パルシステム
との契約内容が詰められておら
ず、ルート周辺の商店との調整
等もこれから、ニーズ調査もさ
れていないことや、のだ元気市
場の不調を考えると、赤字のた
れ流しとなる危惧をぬぐえない

ことから、もっと検討期間が必
要であり、少なくとも 12 月議
会に提案すべきとしました。
　すでに議案を審査した総務委
員会では委員会所属会派はすべ
て賛成しており、この部分だけ
の修正は不可能であるため反対
しました。総務委員会に委員を
出していないみん清クラブ 3 名
も反対しましたが、賛成多数で
補正予算は可決しました。

　客席の幅を広げ、聴覚障がい
者向けの磁気ループ設置などを
中心に、老朽化対策や建築基準

法適合などの文化会館改修工事
が全会一致で可決しました。
　市内 3 社の競争入札で丸要建
設が予定価格の 97.2％の 1 億
8900 万円で落札。
　この工事のため来年 1 月 15
日から 7 月 15 日まで文化会館
は使えなくなります。　公契約条例が改正されまし

た。指定管理者制度も正式に条
例の対象となり、建設労働者
の労務単価下限を基準単価の
80％から 85％に引き上げまし
た。施行は来年度から。
　全国では野田市に続いて川
崎、相模原、多摩、国分寺各市
と渋谷区で条例化されていま
す。さらに厚木市が 12 月議会
に、秋田市が来年 2 月議会に提
案を予定しています。
　また、世田谷区では「公契約

のあり方検討委員会」を昨秋か
ら立ち上げており、条例化が期
待されます。
　なお、千葉県の最低賃金が 10
月 1 日から 756 円（8 円アップ）
になり、野田市の公契約上の最
賃 829 円に迫っています。千葉
県の最賃はいわゆる生活保護費
に満たないとされており、市の
臨時職員の時給も含め、公契約
条例の最賃の見直し時期に入っ
ていると考えるのがトップラン
ナーの務めでしょう。

＊債務負担行為
　支出の原因となる契約等の複数

年度の債務を負担するだけの権限

に基づく行為で、現金支出を必要

とするときには、あらためて歳出

予算に計上しなければならない。

移動販売車実施を急ぐな

赤字たれ流しの危惧
一般会計
補正予算

　市立保育所 12 園中、木間ケ
瀬保育所が 8 か所目の指定管理
者委託に変わります。新社会党
など 6 名の議員が反対しました
が、施行は平成 26 年度から。
　コストダウンを柱にする保育
所の民間委託は、保育士の労働
条件の破壊的な引き下げを招く
もので反対しました。

木間ケ瀬保育所も委託

公契約条例改善したが

生保以下の千葉県最賃が迫る課題も

文化会館客席に余裕を
工事請負契約可決

1月 15日から

半年間工事へ
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　齋
さいとう たかあき

藤隆昌副市長が 3 期目に入
ります。齋藤副市長は千葉県職
員、県立野田看護専門学校校長
などを経て、2004 年 10 月から
現職（当初 3 年間は助役）。

副市長も3期目に

　5 月の断水事故を教訓に、上
花輪浄水場の存廃問題を含めて
野田市の今後の水道行政が焦点
となっています。
　7 月に開かれた市長５選直後
の議会では、北千葉広域水道企
業団の高度浄水処理の開始時期、
上花輪浄水場廃止の場合の代替
措置などを議論しました。
　おさなみ議員はこの議会でも
野田市の水利権分を北千葉に浄
水委託することの可能性や、赤
水や水道管などの耐震化対策、
適正な貯水量などを質問しまし
た。さらには住民投票にかける

時期についてもただしました。
　これらの結果、断水事故の際
の断水時間の差が明らかにした
ように、関宿地域の貯水量にく
らべ、野田地域の貯水量が大き
く不足しているという課題が明
らかになりました。
　さらには上花輪浄水場存廃問
題は、まず複数の選択肢を市民
に説明した上で、行政と議会に
まかせるのか、住民投票にかけ
るのかを判断すべきです。せっ
かく作った住民投票制度だから
使ってみたいというのは本末転
倒ではないでしょうか。
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　すでに野田自然共生ファーム
に無償貸し付けている野田市の
土地の一部を、行政財産（コウ
ノトリの飼育施設関連用地）に
するため、19 筆 12,512 ｍ２ か
ら 17 筆 11,076 ｍ２に変更する
議案が提出されました。
　新社会党のおさなみ議員や市
民ネット、共産党、みん清クは
反対しましたが可決されました。

コウノトリ飼育

施設ついに建設へ

　昨年度鎌ヶ谷市が全小中学校
の職員室にエアコンを一気に取
り付け、ついに近隣市で野田市
だけが取り残されました。
　おさなみ議員は学校耐震化や
川間公民館改築を合併特例債で
行うことになるとの市長の表明
を受けて、職員室の冷房化も特
例債事業として進めるべきと一
般質問でとりあげました。
　しかし、これがまったくの空

振りで、特例債事業として県が
認めないばかりか、市も職員室
への設置をまったく考えていな
いことが明らかになりました。
　市長も文科省が一時学校冷房
化を打ち上げた時に野田市もや
ると大見得を切ったこともあり
ます。残業代も出ず、多様多感
な子どもたちの成績向上や健全
育成に努めている教職員の働く

環境を改善するのは行政の義務
です。県職員として赴任地間で
の不公平は明らかです。

教職員の頑張りにこたえる
職場環境づくりは行政の義務

断水事故を起こさず
より安全でおいしい水道水を

　市役所室内が全面禁煙になっ
て久しくなりますが、議会は自
己決定するとして控室の禁煙は
話がついていませんでした。
　そこへ市民から完全禁煙を求
める陳情が出され、政清会が分

煙整備の意見を付け賛成に回っ
たことによって、みん清クラブ
の 2 議員が採決時に退席しまし
たが、他の全議員が賛成して採
択されました。今後は開始時期
等の具体策が焦点となります。

議員控室も禁煙へ陳情採択
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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

　東葛ふれあいユニオン（円谷
春男委員長、本部市川市）は、
野田市内の事業所で起こった上
司の部下に対する暴力事件で、
対応がひどいという電話で、本
人（20 代）と一緒にさっそく交
渉。
　労働組合の登場で事業所の対
応は慎重になり、上司の謝罪文
提出はもちろん、治療代や休業

補償も出されることになりまし
た。本人は半年ごとの契約社員
で、事業所側は近隣市での職場
で継続と考えていたようですが、
本人の市内で働きたいという希
望があり、辞めることになりま
した。それでも労働組合が出て
いくとこんなに対応が違うのか
と感心されました。何かあった
ら下記まで電話してください。

職場や雇用問題の相談は
東葛ふれあいユニオンへ

　即時原発停止をはじめ、脱原
発の世論が圧倒しながらも、野
田内閣は 2030 年代に原発ゼロ
と先延ばしにし、それさえ閣議
決定しませんでした。しかも建
設中の原発は工事再開を認めて
しまいました。
　次の総選挙では自民党の復権
が予想され、そうなればすぐに
30 年代原発ゼロすら見直してし
まうでしょう。
　野田市議会でも「『原発ゼロ』
の政治決断を求める意見書」が
提出されましたが、新社会党、

共産党、市民ネット、社民党議
員の賛成少数で否決されました。
　反対討論を聞いていると、①
二酸化炭素地球温暖化説に固執
し、②火力発電だと料金値上げ、
③節電だと産業に悪影響、④火
力発電所は老朽化で安定供給は
望めない、さらには⑤使用済み
核燃料等の処分場が決まってい
ないので原発廃止はできないと
いう論理です。
　まさに「原子力マフィア」の
作り出した「現実と常識」追随
に他なりません。しかし、すで

に①から④は論破されているも
ので、⑤に至ってはそのような
中で原発を推進してきた無責任
さにあきれるばかりです。
　このような姿勢だからこそ、
浜岡原発の住民投票条例の直接
請求を静岡県議会は否決しまう
のです。それでも日本が原発を
輸出しようとしたリトアニアか
らは、国民投票でノーを突きつ
けられました。フクシマの悲劇
を繰り返さないために、地震列
島の日本でこそ「さよなら原発」
を成しとげましょう。

市長は脱原発  議会多数は原発固執

即時脱原発意見書少数否決

一人で入れる

親身に対応

柏廃材処理センター公害問題

証拠固めと国機関での審査に注目
　南部工業団地にある（有）柏
廃材処理センターの特別管理産
業廃棄物処分業の許可が８月に
県が更新しました。健康被害に
苦しむ周辺住民の現実を無視し
たものです。
　あわせて県はＶＯＣ（揮発性有
機化合物）の調査で、焦点となっ
ている化学物質を対象外にしよ
うとしました。野田市の抗議の後
にそれらの化学物質の調査が追

加されまし
たが。
　野田市は
現在、被害
者の会を支
援して、国
の公害等調
整委員会で
原因裁定を

目指しています。そのため弁護
士との連携を強め、ＶＯＣ連続
測定器の購入や、より広範な健
康調査をして因果関係を立証す
る努力をしています。

レポート　千葉美佐子

　野田市も家庭菜園等の野菜
や果実の放射線含有量の測定
を始めます。常総生協（本部
守谷市）の流山市などにおけ
る土壌調査で大変高い濃度の
場所があることがあらためて
わかりました。油断してはな
らないのが放射線問題です。
どこにミニホットスポットが
あるかわかりません。測定の
予約は市役所環境保全課まで。

市の放射線測定
個人の持ち込み可能に


