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野田市議会議員・新社会党　長
おさなみ ひろくに

南博邦

 おさなみ議会報告
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　　　　　　　　E-mail hiro-osanami@tbf.t-com.ne.jp

竜巻・猛暑が主役で議会終わる

人口減少時代のまちづくりを おさなみ
議員提起

　9 月議会開会直前の 9 月 2 日、岩名地区などを竜巻が襲い、甚大な被害をもたら
した。その支援策と、あまりの猛暑で学校の冷房化が焦点となった。また今後 10
年でさらに 30％のゴミ減量を目指して廃棄物減量等推進協議会が再編成された。

竜巻被害支援に市独自施策
　昨年に続いての竜巻被害だっ

たが、今回は昨年より強い竜巻

で多くの家で屋根瓦が吹き飛ば

されるなど甚大な被害をこう

むった。しかし、政府は現地視

察では大見得を切りながら、実

際は野田市を支援対象外にした。

　そのため、野田市は国の支援

策を超える独自支援を緊急補正

予算に盛り込んだ。その後、県

が支援を決めたので、野田市の

持ち出しは少なくなったとはい

え、実態を直視できない政府は

あまりにも硬直的。

　市議会もおさなみ議員がすば

やく動き、政府に対する被災者

支援制度見直しの意見書を全会

一致で、緊急補正予算議決と同

日に可決し、総理大臣と関係大

臣に送付した。

暑くて勉強できない!! 学校に冷房を

陳情採択・議員も 4 人が質問
　猛暑の中、冷房のない2学期

制で子どもたちにはきびしい夏

だった。これを受けておさなみ

議員をはじめ4人の議員が学校

冷房化の質問を繰り広げ、市民

団体から冷房化の陳情が出され

た。

　流山市が6月議会の陳情採択

を受けて、来年度から教室の冷

房化を始めることが議会中にわ

かり、教育委員会と予算配分を

握る市は防戦一方となった。学

力向上の課題

があり、まち

づくりに教育

環境の向上は

欠かせないと

の認識も広が

り、議会は陳

情を全会一致

で採択した。

　野田市は現

在、東葛管内ダイサギが飛び立った瞬間　利根運河でおさなみ議員撮影

で唯一、職員室や事務室の冷房

化が取り残され、遅れていた耐

震補強工事を 2015年度まで進

めているというハンデもある。

陳情の実現を求めて、冷房化促

進を図らなくてはならない。
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　来年7月中旬に稼働停止とな

る関宿クリーンセンター。これ

まで関宿地域のごみ焼却を担っ

てきた。野田市は 9月議会で、

来年4月から関宿地域のごみ収

集と処理を市外の処理業者に委

託する予算を組んだ。本来自区

内処理が原則であり、稼働期限

を8年も延ばしてもらったにも

関わらずである。処理費用は少

し安いが、市長の大失態である。

　他方、新清掃工場建設に向け

て、建設候補地選定審議会は8

月に２ヵ所の候補地を市長に中

間答申している。いずれも利根

川沿いの水田地帯だが、今後環

境アセスメントを行い、住民合

意を得たうえで１カ所に絞る。

したがって新清掃工場の稼働に

は早くても今後４～5年かかる。

　他方、焼却場周辺の環境負荷

を低減するために、野田市は

2021（平成 33）年度までにご

みを30％減らす難度の高い計画

をつくった。その中心施策は市

民意識のいっそうの向上で、具

体的には紙のリサイクルアップ

と生ごみのリサイクルを図る。

　そのため、指定袋導入以来、

休止していた廃棄物減量等推進

審議会を再開するため、委員構

成など

の条例

改正を

行った。

新工場稼働まで民間委託
30％ごみ削減に審議会再開

関宿地域の
ご み 処 理

　利根運河にかかる人道橋、ふ

れあい橋は流山市域にあるが、

建設の経緯からこれまで野田市

道として野田市が管理してきた。

　しかし、運河駅改築に伴う周

辺道路整備と一体のものとして、

今後流山市が市道として管理す

ることになった。9月議会で野

田市は廃道を、流山市では認定

の議決を行った。

　現在この橋からの道路は、駅

までの間に階段があり、上り下

りしなければならないが、12月

中には鉄道敷地を通り、東口に

向かう歩行者専用道路が完成す

る見込みで、その際には段差が

なくなる。

ふれあい橋を流山市道に変更

　竜巻被害対策を除く 13億 1

千億円弱の一般会計補正予算（第

3号）の争点は、建替えに伴う

愛宕保育所の民設民営化だった。

　これは6月議会の古布内保育

所に続くもので、さすがに6月

議会で市の持ち出しが多いと批

判された、株式会社による建設

を社会福祉法人に切り替えては

きた。現在の指定管理者は株式

会社コビーアンドアソシエイツ

だが、キッコーマン病院の近く

に建設される新あたご保育所は、

関連社会福祉法人であるコビー

ソシオが建設して運営する。な

お、借地料は5年間の指定期間

が終わるまで、現在のあたご保

育所の代替なので無料とする。

　今後建て替えが必要になった

時点で、他の保育所も古布内や

あたご同様の手法がとられ、公

設民営ですらなくなってしまう。

　おさなみ議員は、確かに公設

民営の保育所で現在特段の問題

は起きていないが、保育士等に

しわ寄せがいかざるを得ない現

状は、保育経験の継承や蓄積不

足などで問題を起こすし、株主

に配当を出す前提の株式会社な

どはもってのほかと反対した。

　なお、補正予算には、5月に

自動車事故で小学生がなくなっ

た場所の通学路安全対策費や、

いじめ対策相談事業、家庭用燃

料電池設置補助などの新規事業

や道路改良費等が入った。補正

予算は賛成多数で可決された。

　公契約条例が水道事業にも正

式に適用される条例改正が可決

された。

　しかし、問題を抱えている。

一つは千葉県の地域最低賃金が

上がり、公契約上の最賃との差

が当初の半分程度になっている

こと、長期契約に切り替えても

正社員採用ではなく、契約社員

にとどまっているなどである。

公契約条例改正したが

あたご保育所も民設に
保育行政から撤退続く

原発コリゴリ・格差ヒドスギ・消費税増税トンデモナイ・壊憲ノー !!!
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　一般質問は 12 名が行った。おさなみ議員は①合併 10
年と住みよいまちづくり、②のだ元気市場のあり方と移動
販売車の現状、③新教育長の野田の教育の現状認識と抱負、
冷房化について質問した。今回も時間が足りなかった。

人口減少時代のまちづくり、のだ元気市場の撤退
時期、学校冷房化や教育のあり方について問う

　合併 10年で関宿地域人口は

10％減。次期総合計画最終年

（2030・平成42年）見込みは合

併時の2/3の 2万 1千人弱。合

併特例債で数々の施設や生活環

境整備をしてきたが、減少を止

められなかった。

　これは福田地区にも言えるし、

中央市街地も同じ傾向で、住宅

密集地域の改善は進まない。ど

うするのか。

　このように質問したが、明快

な答弁ができないでは済まされ

ない。しかし、議会終了直後、

建設委員会は新潟県村上市や富

山市などを視察した。さすがに

先進市にはヒントが豊富だ。

　4町 5村と合併した富山市の

面積は富山県のほぼ30％、野田

市の約 12倍。人口減少時代を

先取りし、公共交通機関の活用

で、居住地域を散在から集中に

切り替えようとしている。

　路面電車やＪＲの1路線のラ

イトレール化（写真右）、民間バ

スとコミュニティバスの適宜配

置を軸にして、駅やバス停、電

車停車場の

周辺の徒歩

圏に居住を

集中させる

政策だ。さらに富山駅を中心と

する市街地に移り住む補助制度

も設けて集中促進を図る。

　公共交通機関不便地域は住み

にくいのは当たり前。野田市へ

の応用が求められている。

　村上市も広大な合併市だが、

地域の歴史遺産（城跡、武家町、

商人町）を活用してまちづくり

に励んでいる。

　その町屋を活かした観光振興

では、各商家等に残されている

雛人形を活かした雛人形めぐり、

秋には屏風を公開する屏風めぐ

りで、観光客を集め活性化につ

なげている。特に屏風めぐりは、

行政の発想や補助金をあてにす

ることなく、民間が自らの協力

と努力で行っている。

　ここにも野田市の今後のあり

方のヒントがある。もちろん行

政の支援は必要だが、行政まか

せや行政依存ではまちづくりは

進まない。

歴史遺産を活かす行政と住民の協同

公共交通を軸に居住の集約はかる

　12月にはのだ元気市場の目と

鼻の先にヨーカ堂系のザ・プラ

イスが出店する。市街地の買い

物弱者対策は役割を終えるから

撤退を迫った。

　答弁はあいまいだったが、出

店の時期を逃す手はない。移動

販売車も見込み以下の需要で、

補助金を入れても赤字の状態。

黒字でなければならないとは言

わないが、拡大するネット通販

との競合もあり、改善に努めな

くてはならない。

元気市場の役割は終わり

　新教育長にとって初めての議

会。学業成績不振や教育環境整

備の遅れなどが突きつけられた。

　おさなみ議員は、「学力テスト」

結果に一喜一憂することはない

とした上で、国連子どもの権利

条約委員会が指摘し続けている、

過度な競争が子どもにストレス

をもたらしている教育制度や、

野田市の教育のあり方について

認識をただした。さらに子ども

が自ら疑問を問いかけ、お互い

が学びあうことを提唱した。

　冷房がない中で奮闘する教職

員に対して、教育長は「大変心

苦しい」と答弁した。言葉だけ

にとどまらず、いかに早く学校

全体の冷房化を図るかが、教育

環境整備の焦点となろう。（冷房

化については1面記事参照）

新教育長に教育のあり方、冷房化を質問

おさなみ議員
の一般質問

一般質問など議会の様子は野田市議会のホームページから映像でいつでも見ることができます
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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

　迅速さ

が必要な

の に、1

年以上も

たなざら

しにした

上、 法

律に規

定され

た公聴会は開かず、パブリッ

クコメントも自治体をはじめ、

圧倒的多数の声を無視して、原

発事故子ども・被災者支援法の

支援対象地域を福島県内の自治

体に限ってしまった安倍内閣。

　復興庁キャリア幹部の暴言

もひどいものでしたが、安

倍内閣はもっとひどい。支

援法に明確に記された「原子力

政策を推進してきたことに伴う

社会的な国の責任」を逃れよう、

逃れようとしていることは明ら

かです。ここに至っても命や健

康よりおカネなのですか。

　先日、市内で「放射能汚染か

ら子どもたちを守る会・野田」が、

常総生協の協力で調査した市内

の土壌汚染地図を発表しました。

福田や山崎地区だけではなく、

市内全域に放射性セシウムの

土壌汚染が広がっていることが

はっきりわかりました。

　私たちは今後少なくとも数

十年、放射能まみれの中で暮

らさなくてはなりません。そ

のような私たちを事故を起こ

した責任者の国が切り捨てよう

というのです。原発の再稼働や

原発輸出を進めているのです。

これを犯罪といわないで何とい

うのでしょうか。

千葉美佐子

これでも原発再稼働？

もはや犯罪です

野田市は支援対象外 !!!

秘密保護法

　倒産の瀬戸際にあった開発協

会のパブリックゴルフ場の入場

者数が爆発的に増え、評判もよ

くなった。６月議会で開発協会

へのクラブハウスの委譲も行っ

たので資産状況も改善した。

　ひばりコースは放置されてい

たクラブハウスの改善と、食事

なしのスループレーの導入にあ

わせた利用料金の抜本的な引き

下げが功を奏して、今年の猛暑

でも、８月の利用者は前年の３

倍化。評価も高まっている。た

だ、稼ぎ頭のけやきコースは利

用者数は伸びているものの、計

画未達成であり、安心はできな

い。しかし、好転しはじめたの

は間違いない。

　もちろん、これは職員の賃金

をカットしたこともある。これ

までの経営者のあまりの無策が、

働くものにしわ寄せされたこと

には憤りを感じる。一日も早い

労働条件の回復が望まれるとと

もに、市民の健康づくりの場と

して生かせればと願う。

　消費税増税はウソの上塗りの

連続だ。生活必需品の税率軽減

や社会保障の充実に使うなどの

約束はどこへやら、景気対策と

うそぶいて、法人税減税や大公

共事業、さらには復興法人税の

１年前倒し廃止にばらまく。

　庶民には増税と社会保障の負

担増とサービス削減。貧困をな

くす政治の本分はどこにいった

のか。それを監視するべきマス

メディアは、消費税キャンペー

ンの論功行賞を求めて、新聞の

税率すえおきを主張する。あま

りに身勝手だ。これがこの国の

政治かと思うと情けなくなる。

　ＴＰＰも公約違反で「聖域」

放棄、「世界一企業が活動しやす

い国」へ、労働法無視の経済特

区やただ働きの裁量労働制、派

消費税・ＴＰＰ・労働特区・集団的自衛権、秘密保護法・・

貧困と戦争への道はお断り
遣法改悪とやりたい放題。

　そして平和憲法にとどめを刺

す集団的自衛権合憲で、米軍の

後ろについて戦争するような国

を目指す安倍政権。それとセッ

トの秘密保護法は国民の目と耳

をふさぐ。「日本をとりもどす」

というなら、植民地同然の沖縄

の米軍基地やオスプレイの撤去

に力を注いだらどうだ。

経営無責任体制一掃で

好転してきたゴルフ場


