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　中心市街地の買い物弱者対策と

して始まった「のだ元気市場」が

開店 2 周年を目前に、市はついに

白旗。12 月閉店、施設利用を切り

替える等のシナリオを発表した。

　2012 年 7 月開店当初から品ぞ

ろえが少なく買い物の楽しみがな

いとの不評があり、直後の 10 月

には野田市駅近くにコモディイイ

ダが、昨年 12 月には愛宕駅西口

にザ・プライスが開店した影響で

さらに販売が低迷し、スーパー出

店を知りながらの出店は単なる人

気取りに終わった。

　おさなみ議員は議会審査のあり

方で、市はコモディイイダの開店

を知りながら提案したが議会審査

で言及できなかった、提案側はデ

メリットを言わないがそこを掘り

下げられなかったと反省する。た

だ、13 年 1 月に始めた移動販売

車についてはおさなみ議員が調査

不足で拙速と指摘した通りとなっ

ており、3 年たっても市の補助な

しではやれそうもない。

　問題は買い物弱者が市内に幅広

く広がっていることや、中心市街

地が商業基盤の後退から脱しきれ

ないということだ。かつての蔵を

活用した喫茶店開業のように、や

日程 順位 議員名 会派

19
日 

（木）

1 竹内美穂 政清会

2 中村あや子 公明党

3 滝本恵一 民主連合

4 織田真理 共産党

5 長南博邦 新社会党

20
日 

（金）

6 小室美枝子 市民ネット

7 遠藤達也 無所属の会

8 栗原基起 新しい風

9 小俣文宣 政清会

10 椿　博文 公明党

23
日 

（月）

11 小椋直樹 民主連合

12 星野幸治 共産党

13 邑楽　等 政清会

14 吉岡美雪 公明党

表1　一般質問順位表

　新人議員7人（順位網掛）は
一般質問をすべて行う。おさな
み議員は初日の 5番目で 15時
半ごろから質問開始の見込み。

る気と工夫を点から線へ広げ、さ

らに面へと積み上げる市の環境づ

くりがますます問われている。

　おさなみ議員の一般質問は、①

連続立体交差事業で新駅となる愛

宕駅と野田市駅を障がい者の移動

の自由を保障するための理念と当

事者の参加についてまずただす。

　次に②自転車が安全に走れる道

路環境づくりとサイクリングと町

おこしについて問う。

　さらに、③「流せば洪水、貯め

れば資源」といわれる雨水につい

て、5 月に施行された雨水利用促

進法をもとに野田市での具体化を

求める。

可決した議案
　議会初日に全会一致で決まった

請負契約案件は次の通り。いずれ

も夏休みに合わせて工事を行うた

め先議された。

○宮崎小学校教室棟改築工事：仮

校舎建設、改築される現校舎改築

部分の撤去、新築工事となり、工

期は 2016 年 3 月 15 日まで。

○第一中学校体育館耐震補強工事

○川間小学校管理・教室棟及び体

育館耐震補強工事

○山崎小学校普通教室棟及び管

理・特別教室棟耐震補強工事

のだ元気市場撤退へ
政策ミスの責任は市長にあり

　続いて、④児童数が増えて教室

不足目前のみずき小の増築を求め

る。

　そして最後に、⑤市議選では選

挙違反がひどかったことから、公

正 な 選 挙

戦 の 認 識

を 共 有 す

る た め 質

問する。

　 質 問 は

19 日の最

後の予定。
今年初のアオサギ写真

交通バリアフリーなど
５項目のおさなみ議員の一般質問

民主主義を踏み
つぶす悪法続々
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職場の問題など労働相談は東葛ふれあいユニオン野田支部まで　℡ 7125-1647　困ったらまずお電話を

　改選後初議会の冒頭、議長選挙

等が行われ、政清会の鈴木有議員

が議長に、同派の鶴岡潔議員が副

議長に当選した。これまで 1 年任

期であったが今期から 2 年任期と

なる。

　議会運営委員会委員の選出は特

例として最低基準を 2 人とし、そ

の後 3 人ごとに 1 人となったた

め、共産党から織田真理議員が就

任し、公明党は 2 人になった。

議運委員は 2 名会派から

　消費税と二重課税だ等と自動車

業界から批判されていた自動車取

得税が、消費税増税とともに 5％

から 3％（営業車と軽自動車は 3％

から 2％）へ減税された（消費税

10％時に廃止へ）。ところがこれ

が地方財源のため、その穴埋めに

軽自動車税が値上げされ、その適

用を条例化する議案が野田市議会

に提出されている。

　これは減税に伴う地方財源確保

と、米国から非関税障壁として攻

撃されてきた軽自動車「優遇」を

見直す一歩として、自動車業界と

政府がタッグを組んだもので、庶

民の足を奪うことにつながる。

　実際の値上げは 2015 年 4 月以

降の新規登録車（自家用は 7200

円→ 10800 円、貨物と営業用は別

途、表 2 参照）と、新規登録以来

13 年を経て 14 年目に入ったもの

（重課）となり、納税は 16 年度か

ら。ただし原付バイク等は新規購

入ではなく、現保有車も含めて 15

年度から引き上げとなる（表 2）。

　消費税と二重課税というなら自

動車関連でもガソリン税（表 3）

がある。これはまったく配慮さ

れないだけではなく、ガソリンが

リッター 160 円を超える場合、暫

定税率を見直す制度を震災復興の

ために適用を停止している。その

一方、復興特別法人税を 1 年前倒

しで廃止したのは記憶に新しい。

　まさにやりたい放題。大企業優

先・庶民生活犠牲の政治に歯止め

がかからない。

　国保税関係は今年も上限額が 4

万円上がる。これは法律の改正に

伴って野田市が専決処分していた

もので、18 日の本会議で承認を求

められる。

　医療分は最高 51 万円で据え置

かれるものの、後期高齢者支援分

が 14 万円から 16 万円に、介護納

付金分（40 歳～ 64 歳）が 12 万

円から 14 万円に、それぞれ限度

額が引き上げられ、合計最高限度

額は年 81 万円となる。

　おさなみ議員は最高限度額を設

けることによって高額所得者の税

額が相対的に安くなるのは要検討

としながらも、国保は他の被用者

保険に比べて 2 倍以上の重課であ

り、加入者に負担を課すばかりの

国と野田市の対応は納得できない

と反対に回る見込みだ。

国保税上限額 今年も 4 万円引き上げ

　また、各議員の所属常任委員会

が決まり、おさなみ議員は新清掃

工場建設など清掃行政を見すえて

環境経済委員会に所属した。

　なお各常任委員会の役員は次の

通り（◎委員長、○副委員長）。

議会運営委員会：◎竹内美穂　（政

　清会）、○内田陽一（公明党）

総務常任委員会：◎石原義雄（民

　主連合）、○山口克己（政清会）

文教福祉常任委員会：◎西村福也

　（公明党）、○古橋敏夫（政清会）

建設常任委員会：◎平井正一（政

　清会）、○吉岡美雪（公明党）

環境経済常任委員会：◎中村利久

　（政清会）、○深津憲一（政清会）

軽自動車区分 現行 増税後 重課

４輪
以上

自家用
乗用 7,200 10,800 12,900

貨物用 4,000 5,000 6,000

営業用
乗用 5,500 6,900 8,200

貨物用 3,000 3,800 4,500

２輪
原動機付 
自転車

50ｃｃ以下 1,000 2,000

なし～ 90cc 以下 1,200 2,000

～ 125cc 以下 1,600 2,600

揮発油税 地方揮
発油税

合計

本則税率 24.3 円 4.4 円 28.7 円

特例税率 24.3 0.8 25.1

合計税率 48.6 5.2 53.8

表3　ガソリン税（1㍑あたり円）

表２　軽自動車税課税一覧（年額・円、一部省略）

日米自動車業界の思惑通り

軽自動車税増税で庶民の足直撃


