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　日本社会の好転の兆しが見え
ない中、新しい年が明けました。
総選挙では投票先がないと多く
の人が困惑したと思います。
　民意と国会が遠ざかる中、代
議制民主主義が壊れてどこに漂
流するのか危機感を持っていま
す。もとより、野田市議会議員
として、新社会党本部の役員と
して、その苦悩と打開の模索は
覚悟していますが。
　「憲法は戦争が生んだ真珠」。

これは昨年末に亡くなった憲法
24 条男女平等を起草したベア
テ・シロタ・ゴードンさんの著
書から借りました。
　私たちが平和の下、健康で人
らしく生きる土台になっている
憲法は、国内外の多くの人の犠
牲と辛酸から生まれたものです。
　この思いを新たにし、皆様の
声を政策に積み上げて、不屈の
構えと柔軟さで議会に、社会に
訴える活動を強めます。

ワンマン市長に振り回された水道問題

上花輪浄水場は縮小改築へ

　市長６選直後の記者会見で、
根本市長が上花輪浄水場廃止・
その水利権分を北千葉水道企業
団に浄水してもらうか否かを住
民投票にかけると、水道部はも
ちろん、議会に説明してきた経
過を無視して打ち上げました。
　おさなみ議員は７月と９月の
議会でその得失や万一の対策に
ついて提言し、質問しました。
　しかし、12 月議会ではそれま

で実現可能といってきたことが
思い通りにならなかったのか、
上花輪浄水場を必要量だけの改
築という方針を表明しました。
しかし、北千葉水道企業団同様
の高度浄水処理（5 月断水事故

の教訓）はしないというのです。
　まさに市民の安心より大向こ
う受けを狙った市長に振りまわ
された半年でした。議会の政策・
監視能力向上の必要性が再認識
された問題でした。

　使い道を限定された目的税な
のに、あたかも固定資産税の一

部として、何にでも使える財源
のように都市計画税を扱ってい
るのはおかしい、目的通りの財
源として使うよう、そしてそれ
を明示、説明するよう一般質問
として取り上げました。
　年間 10 億円もの都市計画税
の使い道を納税者に説明するの
は当たり前。市は今年度決算か
ら対応する努力を約束しました。

都市計画税の使途明細をお さ な み
議員が質問
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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

　12 月 4
日にコウ
ノトリが
多摩動物
公園から

来ました。その日、市民オンブズ
マンはパブリックゴルフ場を運
営する野田市開発協会が赤字の
ため、市に返済すべき借金を棚
上げしてあげているのに、コウノ
トリの飼育費となる年間 2 千万

円弱の使用料を、野田市が開発
協会に払わせるのはおかしいと、
住民監査請求を行いました。
　経済常識では返済すべき借金
を優先するのに、市長が自分の
政策を優先して政治的にゆがめ
ているという趣旨です。
　仮に形式的に問題がなくとも、
多くの市民はコウノトリ飼育に
力を入れるのは優先順位が違う
と、根強い疑問を持っています。

コウノトリがかわいそう
行政の優先順位が違います

　コウノトリに罪はありません
が、根本市政は 21 年目。当初
の勢いはとうになく、東京直結
鉄道と東武線複線化は「あぶは
ち取らず」の状態で、中央地区
の活力低下も目を覆うばかり。
　長期政権の弊害を乗り越える
ために、議会はもっと指導性を
発揮すべきです。　  千葉美佐子

　「放射能汚染調査重点地域に
なっている野田市を、『原発事故
子ども・被災者支援法』の適用
地域にするよう、政府に意見書
を送って欲しい」。こんな当たり
前の市民からの陳情を聞かない。
　しかも市長は質問状を出し、
対象地域にするよう布石を打っ
ているにもかかわらずです。ま
さかの反対をしたのは政清会、
公明党、民主党所属議員の多数
派。
　反対理由が振るっています。

法律はできたが、基本方針など
ができていない段階なので時期
尚早だというのです。
　我孫子市議会では逆でした。
決まっていないからこそ声を上
げるべきだと、市長に対して指

定を受けるよう行動することを、
議会から働きかけて欲しいとの
陳情を採択しています。
　野田市議会多数派はおそらく

「お上」が決めてからという考え
方なのでしょう。民主主義の考
え方が逆さまです。まさか、原
発事故を矮小化しようと、野田
市を対象からはずそうとしてい
るのではないとは思うのですが。

　同様の反応を示したのは「放
射線から子供、妊婦を守るため
の陳情」です。これも不採択です。
　陳情は原発事故当時 18 歳以

下だった子供と妊婦を優先して、
希望する市民の甲状腺エコー検
査など、継続的な健康影響調査
の実施とその費用補助を求めた
ものです。
　野田市は汚染状況調査重点支
援地域の指定を受けている放射
能のホットスポット地域です。
きちんと調査した上で初めて安
心感が生まれます。市長が近隣
市に先駆けて除染に力を入れ、
我孫子市や柏市では、今回の陳
情内容にあるホールボディカウ
ンター検査の費用補助したこと
を何故反対するのか。これでは
議会不要論が収まりません。
　反対は社民党を除く民主連合、
政清会、公明党です。もっと素
直に市民の声を聞くべきです。

　「復興予算の流用をやめろ」、
「リストラをやめさせ経済を立て
直せ」。政府に対するこのような
趣旨の 2 つの意見書が否決され
ました。これも政清会と公明党、
そして民主党議員が反対したた
めです。公明党議員は予算流用

問題は国会で追及してきたと、
その実績を自画自賛しているに
もかかわらずです。
　政清会と公明党が支える安倍
政権の行方が占えるというもの
です。市民や自治体議会の役割
に背を向けるのは本末転倒です。

政権に顔を向ける議会多数派

議会不要論を生む見識のなさ

原発事故子ども・被災者支援法適用を

まさかの不採択で陳情者がびっくり
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　ニーズ調査をせず、市長選
挙のノリで始めた「のだ元気
市場」は、7 月の開店以来苦
戦を続けています。
　お客一人あたりの売上げ予
測は 1400 円の設定ですが、
11 月 ま で の 平 均 は 853
円。予算で見込んだ赤字
650 万円は拡大するばかりで
す。しかも 10 月下旬にコモ
ディイイダが野田高校跡地に
開店した影響で、客数、売上
単価ともに減少しています。
　また、1 月から主に国道 16

号線の東・北側の地域で、移動
販売車を市と生協が共同で運営
します。これも事前調査をしま
せんでした。この事業は生協が
運営を、販売車両購入と赤字の
補てんを市が行うものです。

　「まごころ便」とネーミングさ
れた移動販売車の販売エリアは
3 ルートで、それぞれ週に 2 回、
決められた販売ステーションで
営業します。
　おさなみ議員は買い物弱者対

策として市が乗り出すのは良
いが、ニーズ調査もせず赤字
補てんを前提で始めるのでは
時期尚早と警告しました。
　まちなかにも買い物弱者が
発生するのは、大規模店舗法

改悪などで小規模経営は
成り立たなくなり、賃金

や年金の減収で購買力が低下
しているためです。このおお
もとに目をつぶっての対策で
はうまくいくはずがありませ
んし、消費税増税なんてとん
でもないことです。

買い物弱者対策で考える

　市長がコウノトリに力を入れ
る一方、利根運河の水質浄化や
水量確保は進んでいません。そ
の上、放射性物質が蓄積してい
る問題も起こっています。
　かつて国の調査を誘導し、国
と流域自治体で利根運河エコ
パーク実施計画を策定しました
が、効果は上がっていると思え

ません。
　今回一般質問で進捗状況をた
だしました。浄化のポイントで
ある川底の泥の浚渫は 2 度行い、
さらに来年度も行うととともに、
水量を増やすために利根川から
の導水試験が効果が見られたの
で、本格実施が見込めるとの答
弁でした。

　しかし、いずれもスローペー
スです。生物化学的酸素要求（Ｂ
ＯＤ）で水質基準は 1 リットル
当たり 3mg ですが、平成 21 年
度調査でも運河橋で 7mg、江戸
川出口で 10mg と高いままです。
利根川や江戸川は 2mg です。
　周辺をエコパーク化してエコ
ツーリズムの拠点とするには何
といってもきれいな水がポイン
トです。
　さらに放射性物質の蓄積につ
いて、環境省が測定はしていま
すが、その除染方策は未定です。
国が管理する利根運河であり、
流山市や柏市と歩調を合わせて
国土交通省に対策を求めていく
ことが必要です。
　コウノトリの陰に隠れがちで
すが、改善を求め続けたいと思
います。

利根運河周辺を憩いの場所にするため

水質浄化と放射性物質対策ただす

　国保税が高い。これは国保加
入者の共通の思いです。制度的
に高くならざるを得ないので、
一般会計から繰り入れをして市
民負担を抑えようと、各市とも
悪戦苦闘しています。
　野田市はぎりぎりで採算が取
れるとの見通しで、来年度の値
上げは回避されそうです。しか
し、ふたたび東葛一高くなった

保険料を何とか下げてほしいと
いう声にこたえて、市長の唱え
た「生活満足度東葛一」を今こ
そ実現すべきです。
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国保税下げて
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　重要な政策について市民意見
を聞くパブリックコメント制度
がありますが、議会については
対象外です。
　今後議会も政策提言や政策条

例を取り組む時代を受けて、お
さなみ議員は議会もパブリック
コメント制度の対象にするよう、
条例改正の必要性を議長に提案
しています。

　周辺地域を中心に福田・南部
地区の大気汚染と健康被害を起
こした柏廃材処理センター問題
は、昨年 3 月から公害等調整委
員会（総務省管轄）で、市の全
面支援を受けた被害者の会の 3
名が原因裁定を求めています。
　しかし、企業側代理人は全面
否定し、証拠を出せと主張して
います。千葉県は昨年 8 月、医
療廃棄物などの特別管理産業廃
棄物処理業の許可更新も行って
しまいました。
　野田市は 12 月に被害者の会
代理人の弁護士も同席して説明

会を開き、経過報告とともに今
後の方針を示し、参加者からの
意見を伺いました。
　参加者からは出るはずのない
物質が出ているのは、焼却等で

きちんと運転管理できていない
との指摘や、重金属も含め有害
物質の調査項目を広げるべきと
の提言がされました。
　1 月から市がより広範に健康
調査を行うなど、公害企業の責
任追及を徹底します。公害企業
にこれ以上ずるずると居座らせ
るわけにはいきません。

　千葉県内の新社会党自治体議
員団は年に 1 回、合同で行政視
察を行います。
　今年度は 11 月に愛知県安城
市の自治基本条例の施行状況と
都市型農業、東京都稲城市議会
の常任委員会の活動について視
察しました。

安城市の自治基本条例
　安城市では自治基本条例作成
時の市民参加と自発性、制定後

の前向きな市民活動について学
ぶとともに、佐倉市や習志野市
の市民参加等について議論が同
時に行われ、合同視察ならでは
の研修となりました。大都市近
郊型農業における市民の農業に
触れる機会の増大施策や、後継
者育成の課題についても垣間見
ることができました。
　稲城市議会の常任委員会の活
動を学ぶことは、野田市議会で

も常任委員会の活性化が合意さ
れており、有意義なものでした。
　稲城市では議員がほとんど専
従でなければできないといわれ
るほどの調査と議論をし、市政
の課題について提言しています。
　他方、野田市議会の議会活性
化の歩みはいかにも遅く、焦り
を感じるほどです。我孫子市は
すでに常任委員会で陳情者の提
案説明とそれに対する議員によ
る質疑を行っていました。その
様子もインターネット中継で公
開されています。

議会もパブコメの対象に

　次期新清掃工場建設のため
の審議会が開かれていますが、
2014 年 7 月の関宿クリーンセ
ンター稼働期限には間に合いま
せん。近隣市の相互応援は焼却
灰からの放射性物質問題があり、
停止後は民間委託になる可能性

が高いのではないかと思います。
　そのような中で審議会は建設
候補地の複数絞込みの作業中で、
これからが地元の理解を取りつ
ける大変な作業となります。お
さなみ議員は一般質問で、地元
の環境負担を少なくするために、
30％のごみ減量達成をどう図る
のか取り組みを始めること、新
清掃工場については環境保全策
はいうに及ばず、地域のまちづ
くりにいかに貢献するのか、議
論が重ねられていることをア
ピールしてほしいと一般質問で
注文しました。

新清掃工場建設
候補地選定審議 真価試される時

新社会党が合同視察

活発な稲城市議会活動に学ぶ

柏廃材処理センター公害問題

正念場へ運動強める


