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　とにかくコウノトリにかけてい

る。そのような印象が強まる野田

市政。

　いずれコウノトリの飼育財源の

みどりのふるさと基金がなくなる

（13 年度末残高は 1 億 1800 万円

弱）ことを感じてか、指定先が 6

基金あるにもかかわらず、ふるさ

と納税制度では同基金を指定させ

ようとやっきになっている。

　9 月議会の補正予算に市外か

らのふるさと納税の特典に黒酢

米、一人 10 キロ、100 人分が盛

り込まれている。内訳は黒酢米が

10 キロ 4300 円、送料 1400 円の

100 人分の 57 万円。

　しかし、黒酢米の想定単価が高

すぎる。質疑の答弁では実勢に合

わせるとのことだが、昨年度の給

食用の黒酢米購入単価は 10 キロ

換算で 3120 円。米価急落の今年

度産米はさらに下がる可能性のあ

る中で、予算見積もりの異常さが

わかる。また、100 万円の寄付を

特典付きふるさと納税予算の仕組み
　みどりのふるさと基金から 57 万円を取り崩

して特典と送料の財源とし、得られた寄付 100

万円をみどりのふるさと基金に戻す。

受けるために 57 万円使うのはい

かにも効率が悪い（仕組み参照）。

　全国ブランドの夕張メロンを持

つ夕張市は、ふるさと納税で 1 万

5 千円以上の寄付に対して 4 千円

相当のメロンを今年度から贈って

いる。本年度予算で 150 件の寄付

を見込んでいたが、9 月 16 日時点

で 2100 件、4500 万円余に達して

いる。ちなみに昨年度は 2500 万

円弱だった。うれしい誤算の夕張

市は関連経費 628 万円（当初予算

はメロン代 44 万円など）を補正

予算で組んだ（東京新聞 9 月 18 日）。

　さて、黒酢米の知名度は。

コウノトリだけが突出
ふるさと納税でも前面に

　東部保育所を 2016 年度から指

定管理者制度に移行させる議案が

提出され、文教福祉委員会は多数

で可決した。民設民営化されるあ

たご保育所廃止の議案もだ。

　野田市の公立保育所は昨年度は

12 カ所あり、今年度から古布内

保育所を民設民営とした。こうな

ると公設保育所は 10 カ所となり、

そのうち直営は中根、福田、そし

て乳児保育所のわずか 3 か所で、

7 か所は民間が指定管理者となっ

て保育業務を行う。

　なぜまたたく間に民設民営や民

間委託となるのか。表向きはサー

ビスが向上するということだが、

何といってもコストダウンだ。た

とえば移行する東部保育所は入所

定員が 140 名だが、同規模の保育

所の昨年度の実績では年間 3700 万

円のコストダウンとの答弁だった。

　このコストダウンのほとんどは

人件費とみられる。東部保育所の

職員配置は所長１、正規保育士 8、

臨時保育士 8、調理員が 3、（うち

1 名は臨時）、用務員 1 である。

　民間で働く職員は多くの場合、

自らの権利を守り向上させる労働

組合を持たない。労働組合があっ

て初めて曲がりなりにも対等な労

使関係が築ける。

　自治体の財政難や総務省の人減

らし「強要」があり、市民の幸せ

を作りだす自治体が格差と貧困を

拡大する結果をもたらす。法人税

減税はこのような状態を加速す

る。逆に企業の応能負担を徹底す

る超過累進課税にすべきだ。

　

あたご、東部と保育所民営化進む

大幅な人件費削減のツケは民間労働者に

来週は本紙休刊のた
め本号外も休刊です
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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

いっせいに飛び立つダイサギの群れ　今上地区で

　円安が進み、1 ドル 110 円にな

ろうとしている。アベノミクスの

想定では円安で日本製品が輸出し

やすくなり経済成長に入るはず。

　しかし、逆に円安で輸入物価が

上がり、生産コストが上昇して多

くの企業が悲鳴を上げ、生活者も

消費税増税と物価高で暮らしのき

びしさが募っている。

　日本の経済構造はすでに低賃金

と新たな市場獲得のために生産を

海外にシフトしている。この輸入

超過の時代を無視したアベノミク

スの時代錯誤ぶりを露呈したとい

うことだ。かつて世界を風
ふ う び

靡した

ソニーが創業以来初めて無配にお

ちいった背景を認識すべきだ。

　経済で国民を幸せにするには成

長ではなく、分配にこそ力を入れ

なくてはならない時代になってい

る。中小下請けに価値相当の代金

を払う、労働者には生活に見合う

賃金を払う、税で応分の負担を行

い、都市と地方の格差解消や社会

保障の財源にあてることこそが問

われている。

アベノミクスの幻想あらわ

安倍政権は百害あって一利なし

　消費税増税にかかる低所得者対

策という臨時福祉給付金と子育

て世帯臨時特例給付金の受付が始

まっている。

　しかし、対象見込み者に通知し、

7 月から受け付けているが、8 月

25 日現在の申請率は前者で 57％、

後者は 81％に過ぎない。野田市の

場合申請期限は 10 月 6 日のため、

支給漏れが多数発生する可能性が

あり、通知を確認したり、電話で

問い合わせ（平日の 8 時 30 分～

17 時 15 分で、臨時福祉給付金：

0570-033-192、子育て世帯臨時福

祉給付金：0570-070-192）を行う

ことを勧めたい。

臨時福祉
給付金等 10月 6日の申請期限迫る

　恒常的に不足している特別養護

老人ホーム。ここで社会福祉法人

ぱる（生協パルシステム関連法人）

が中根生協店隣接地に 70 床の施

設開設に進んでいることが市政報

告で明らかにされた。

　開設を 2016 年 4 月として住民

説明会を終え、現在県と協議中と

いう。同法人は 2005 年に埼玉県

戸田市で特養ホームいきいきタウ

ンとだを開設し、来年 4 月には蕨
わらび

市にいきいきタウン蕨（仮称）を

開設する。野田市は 3 番目となる。

　整備予定の施設は、①介護老人

福祉施設（広域型特別養護老人

ホーム）定員 70 人（ユニット型）、

②短期入所生活介護（ショートス

テイ）定員 10 人（ユニット型）、

③通所介護（デイサービス）定員

30 人、④訪問介護、居宅介護支援 

となっている。

　生協発の社会福祉法人では先輩

格にあたる社会福祉法人生活クラ

ブ（通称「生活クラブ風の村）は

県内各地に特養ホーム等を展開し

ており、流山市では東深井地区に

サービス付き高齢者向け住宅サ

ポートハウス流山などがある。

　市政報告では障がい者にも対応

する 90 床の特養ホームを 2018 年

4 月開設で、障がい者のグループ

ホーム等の併設を条件として公募

中で、事業者決定は10月末を予定。

生協中根店脇に特養ホーム


