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レポート

　新年度予算案や県からの権限移譲に伴う条例案等が審議された３月
議会ですが、最も注目されたのはおさなみ議員が一般質問で取り上げ
た財団法人野田市開発協会の経営問題でした。一般財団移行申請期限
の 11 月末までに山積する課題を解決できるかどうか、目が離せません。

コウノトリの飼育財源どころではない

殿様商売で事実上経営破たん !!市長責任は
　コウノトリの飼育費はパブ

リックゴルフ場からの使用料な

ので市民の税金は使わないと大

見得を切った市長ですが、肝心

のゴルフ場を運営する開発協会

が経営破たんに瀕しています。

24 年度決算見込みでは 3 億

6506 万円の債務超過。

　これは野田市の外郭団体とし

て開発協会が部長級で退職した

職員の天下り（事務局長）を受

け、バブル崩壊以降のゴルフ場

経営の生き残り競争に手を打た

なかったためです。その上、生

ごみまで埋め立てた木野崎地区

の最終処分場の活用策として、

けやきコース（1996 年 10 月オープ

ン）を建設しましたが、その借

金返済が重荷になって毎年赤字

を積み重ねてきました。

　したがって短期間に経営再建

策をまとめ、その上で法人移行

の課題をクリアしなければなら

ないのです。         (２頁に続く)

経産省前の脱原発テント村を支援

　12 月に時期尚早と議会多数派

が不採択にした「原発事故子ど

も・被災者支援法の指定を求め

る陳情」が市民から再提出され

ました。

　市長も野田市を法律の指定区

域として子どもたちの健康管理

などを推進するよう求めている

ため、議会は自ら同趣旨の政府

への意見書を作成して可決しま

した。

　しかし、安倍政権は原発再稼

働に前向きで、法律の具体化を

行おうとはしていません。その

上、左の写真の脱原発テント村

の撤去を求めて裁判を起こしま

した。原発利権を優先し、健康

やふるさとを奪う政治は変えな

くてはなりません。地震大国日

本では時間の猶予はありません。

原発の不安をなくそう
脱原発こそ現実的
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　おさなみ議員が一般質問する

ことによって、市長は開発協会

は解散も含めて検討、コウノト

リの飼育費に充てているみどり

のふるさと基金への使用料はい

ただかない、経営再建策が可能

なのか、一般財団法人移行がで

きるのか、存続の瀬戸際にある

との認識を示しました。

　しかし、市長は昨年 12 月に

代表監査委員から経営改善につ

いて指摘を受けたと答弁したに

もかかわらず、25 年度当初予算

にはこれまで通り基金用の使用

料を組み込み、今後のコウノト

リの飼育費は残っている基金、

1 億 5 千万円を使っていくとの

甘い認識です。経営が赤字でも

納めさせられていたみどりのふ

るさと基金を、開発協会に全額

返済することから経営再建の第

一歩を踏み出すべきです。

　野田市のスポーツ公園の一環

として作られたけやきコースの

建設費も、本来市が負担すべき

ものです。自主事業のひばり

コースとは異なり、開発協会は

けやきコースを借りて運営して

います。たまたま計画時はゴル

フ場運営が絶好調で、開発協会

は年間数億円も市に寄付してい

ました。そのため建設費は協会

負担とされただけなのです。

　この構造的な赤字の抜本的対

策を図り、借地料などの経費削

減や、料金値下げとサービス向

上を行わなくてはなりません。

数年で交代する部長級の退職者

に経営センスを発揮しろという

のは元々無理。そのような人事

配置をしてきた市長の責任こそ

問われなければなりません。

副市長交代・職員は組合結成
　今回のおさなみ議員の質問

後、昨年 9 月に再任されたばか

りの斉藤副市長（開発協会理事

長を兼務）が辞職し、総務部長

だった実務派の今村繁副市長の

誕生となりました。

　一方、この 10 年ボーナスカッ

トをされ続けてきた協会職員に

対して、さらに賃金やボーナス

カットを図ったために、過半数

を超える職員で労働組合が結成

されました。労働組合誕生に

よって、開発協会と野田市は、

職員が納得できる総合的な再建

策を示さなければ、話し合いは

進まないでしょう。

　 総 理 大 臣 524 万 円（4 年 ）、

最高裁長官 4944 万円（10 年）、

野田市長1億4000万円（20年）。

　退職金がこんなに違います

（在任期間を同じにしても）。し

かも市長の場合は 4 期目から下

げた（給与月額× 45/100 ×在

任月数。おさなみ議員の議会質

問で）にもかかわらずです。

　今回、職員の退職金を引き下

げる議案が提案されたので、市

長の退職金も県平均の支給率

（千葉県総合事務組合 35/100）

にあわせて下げるべきと質問し

ました（野田市がならって下げ

た時に、総合事務組合はさらに

引き下げていた）。

　もちろん、市長は今期の退職

金を辞退し、5 期までの金額は

それぞれの任期終了時点で確定

しているというのがこれまでの

解釈です。しかし、一般職員は

退職間際になって突然切り下げ

られてしまうのです。それを職

員に求める市長は自ら率先して

下げるべきです。

　それをやろうとしないので、

職員の退職金減額条例に反対し

ました。

　中央地区の買い物弱者対策と

して、市長の肝いりで昨年７月

に開設した「のだ元気市場」が

苦戦しています。想定した売り

上げのわずか 40.1％にとどまっ

たため、それに見合って野田市

に入る使用料を補正予算で減額

しました。

　市は助かっているとの声を紹

介し、野田高校跡地に出店した

コモディイイダの出店は織り込

み済みと強気を崩していません

が、現実は品数が少なく、買い

物の楽しみがないとの巷の声の

通りです。年内にヨーカ堂系の

スーパーが出店となれば、赤字

を垂れ流すわけにはいきませ

ん。見直しは急務です。

拙速だった買い物弱者対策  見直しを

4 年で総理大臣 524 万円  市長 2100 万円

高すぎる退職金の見直し拒否 !!

協会理事長の副市長交代

協会に甘えてきた市の反省が第一
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　写真は三ケ尾地区にある民

間のメガソーラー施設です。

茨城県守谷市ではスマートシ

ティ「ビスタシティ守谷」（全

戸太陽光発電付き。41.8ha、

900 戸の区画整理事業）が進

みだしています。

　野田市も今年度から学校施

設の屋根、約 1 万㎡を民間の

太陽光発電事業者に貸し出し

ます。野田市には年間 140 万

円の賃料が入ります。

　新社会党は根本市長が「脱

原発をめざす首長会議」に加

入している（県内では元職含

め 4 名）点で評価しています。

しかし、個人宅への太陽光発

電システム設置助成は県の補

助の枠内（2 万円 /kW、上限

7 万円）なのは残念です。

原発ゼロノミクスへ事業進行中

　根本市長は初当選した 1992

年に、愛宕駅周辺整備構想の凍

結を解除しました。それに基づ

いて駅の東西地区は整備が進ん

でいますが、肝心の県道南地区

は手つかずです。最近ではキッ

コーマン第 2 工場跡地の構想だ

けが突出し、それすら何度も白

紙になっています。

　おさなみ議員は議会建設常任

委員会の視察（大阪府門真市）

の結果を市政に反映させようと、

県道南地区の密集住宅地の改善

を一般質問で促しました。

　そのポイントは、市がかつて

計画した道路拡幅と、細街路の

セットバックを確実に進め、隅

切り補助新設で道路交差部の利

便性と安全確保を図ることです。

　確かに地味で長い時間がかか

りますが、門真市はミニ区画整

理事業などとの組み合わせで成

果を上げています。市も効果等

を認めながらも、現時点では隅

切り補助制度導入は行わないと

の答弁にとどまりました。

　この他に、未婚の母子家庭は

寡婦控除が受けられないので、

市がみなし控除して保育料等の

減免を行うことと、警察庁が進

めている「ゾーン 30」（30 ㎞制

限ゾーン設定）の推進を求めま

したが、前者はだめでした。

　おさなみ議員が流山市との比

較で、学校施設の耐震化工事の

推進を訴えたのは 2010 年 12

月議会。その時の答弁は相変わ

らずの 1 年で 1 施設工事でした。

　しかし、11 年 3 月の東日本

大震災発生という現実の前に、

同年 6 月議会で市長は、「これ

までの対応が不十分であった

ということを反省して」、「文部

科学省は教育施設整備基本方針

の改正を行い、平成 27 年度ま

でに耐震化を完了したいとの方

針」に沿って取り組むことにな

りました。

　今年度は①中央小新館、②宮

崎小教室棟と体育館、③東部小

教室棟（特別教室含む）、④北部 小管理棟と教室棟および体育館、

⑤川間小教室棟（特別教室含む）、

⑥第二中管理棟と教室棟、⑦東

部中体育館、⑧南部中教室棟の

計 10 棟の工事が予算化されま

した。なお、宮崎小の教室棟の

一部は補強工事ではなく、次年

度以降の改築となります。

木間ケ瀬保育所が民間運営に
　社会の貧困化を進める行政の

下請け化（指定管理者制度）で、

新たに木間ケ瀬保育所が来年度

から 5 年間、㈱コビーアンドア

ソシエイツの運営になります。

12 か所の公立保育所では 7 番目

です。新社会党は農産物直売所

のような民間ノウハウが生かさ

れる指定管理者は賛成ですが、

保育所等の福祉事業は反対です。

目に見えて進みます
8校 10施設で耐震補強工事

市長は初心を忘れないで

愛宕駅南地区の密集市街地の改善を
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　生活保護費は日常生活費にあ

たる生活扶助費を中心に、8 月

から 3 年間で 8.3％（850 億円）

減額されようとしています。し

かし、物価下落分と称する 580

億円は、生活保護世帯の消費実

態を把握していないため、東京

新聞報道で 300 億円削りすぎと

の批判を受けています。

　当然です。そもそも生活保護

費削減を狙って数字を操ってい

ると思えるからです。しかも生

活保護の基準を下げると、最低

賃金や課税最低限、就学援助費

など幅広い分野で悪影響が生じ

ます。これから物価を２％上げ、

消費税を 3 ～５ポイント上げよ

うとしていることなどまったく

考慮されていません。

　ＴＰＰ問題も参加に焦り、ア

メリカとの事前交渉で、相手の

言い分を丸呑みせざるを得ませ

んでした。アメリカの言いなり

になっていれば、日本は丸裸に

されてしまいます。

　経済的にも東アジアでの共存

共 栄 を

第 一 義

に 考 え

な く て

は な ら

な い 時

代です。

な ぜ 日

本 の マ

スコミのほとんどは政府発表丸

呑み報道なのでしょうか。

　沖縄県の基地負担もやむを得

ないとの論調です。これでは沖

縄の人たちのおだやかな生活は

回復されません。   千葉美佐子

政治の逆戻りは許せません

　一人でも入れる労働組合東葛
ふれあいユニオン野田支部がま
た成果を上げました。
　今回は経営に危機感を持った
ある会社の支店長が、社長に進
言したことで辞めさせられよう
としたケースです。このまま辞
めるのはくやしいと、文書を含

めて交渉を繰り返しました。
　あまりにも物わかりの悪い会
社だったので、お互い弁護士を
入れて合理的に交渉しようと申
し入れた結果、功労金などで成
果を上げることができました。
　泣き寝入りする前にこのペー
ジの下にある電話に相談を。

役に立っています。 東葛ふれあいユニオン

　昨年の断水問題で発生した赤

水問題。これを反省して今年度

は配水管布設替え工事延長 3445

ｍのうち、赤水対策は 5 路線

2635 ｍを行います。

　また、昨年の事故の時は電話

が集中してパンクしたため、非

常時の電話回線を 20 回線確保

します。

　さらに老朽化している上花輪

浄水場の建て替え等をどうする

のか、昨年は市長の思いつきで

右往左往させられましたが、今

年度は落ち着いて検討に入れる

でしょう。

事故を教訓に赤水対策等進める水道予算

　新年度一般会計予算案は 24

年度補正予算に前倒しがあり、

453 億 4400 万円です。

　おさなみ議員は行政の下請け

化で、ワーキングプアを増やす

ことを意に介さない予算だとし

て反対しました。

　主な論点を紹介しますと、開

発協会再建問題があるのにもか

かわらず使用料を予算化してい

ること、東武鉄道の単線高架化

や東京直結鉄道で市内複線化の

道を閉ざしてしまうこと、買い

物弱者対策ののだ元気市場の売

り上げが伸びないのを購買力が

低いとのひとことで済ませ、拙

速な取り組みを反省していない

こと、やっと始まった事務職員

の再任用制度に応募する人が少

ないばかりか、定年前に辞める

職員が続出するなど生き生きと

仕事ができない職場環境の放

置、指定管理者の多用で行政の

劣化を起こしかねないこと、と

んとんみずき橋の再築でＵＲ都

市機構とまともに話し合ってい

ないこと等をあげました。

長期政権の弊害予算に反対

一人の百歩より百人の一歩を


