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27 日（木）
臨時議会　議会運営委員会９時半 

その後本会議～委員会～本会議

28 日（金）１２月議会議会運営委員会　９時半

１２月定例議会

期日
開議予定

時刻
会議予定 主な会議内容

4 日 ( 木 ) 午前 10 時
本会議

（開会）

会期の決定、議案

上程、市政一般報

告

11 日 ( 木 ) 午前 10 時 本会議
議案質疑、委員会

付託

12 日 ( 金 )

午前 10 時 本会議 　一般質問15 日 ( 月 )

16 日 ( 火 )

17 日 ( 水 )
　未定　

常任

　委員会
議案等の審査

18 日 ( 木 )

24 日 ( 水 ) 午前 10 時
本会議

（閉会）

委員長報告、質疑、

討論、採決

今後の議会日程　12 月議会を目前に臨時議会が

20 日に召集された。開催は 27 日

10 時からの 1 日限りである。

　議題は人事院勧告による給与と

ボーナスの久しぶりの引き上げに

基づく職員給与やボーナス月数、

議員や市長などの特別職ボーナス

月数改定と、それに対応する 6 件

の補正予算。さらにはのだ元気市

場撤退に伴う買い物便利拠点廃止

条例である。

　元気市場は食品スーパーのコモ

ディイイダが至近距離に開店を予定

していることを知りながら、中央地

区の買い物弱者対策の名目で 2012

年7月に開店した。

昨年 12 月には愛

宕駅西側にヨーカ

堂系のスーパー、

ザ・プライスが出

店しとどめを刺さ

れ、市長の失政の

一つとなった。

　今回撤退しても

店舗の借用契約期

間は残っており、

どのようにするの

か。この点もはっ

きりさせねばなら

ない。

　議会活性化等検討委員会が 21

日に開かれ、議会報告会と議案に

対する議員の賛否の公開について

議論された。

　議会報告会については、会派で

行う報告会と議会として行うもの

との違いの認識や、あれこれ問題

点を上げるなど後ろ向きな会派も

あり、議論が未成熟なため再度検

討することになった。

　他方、議決の際の賛否情報公開

については、その第一段階として

議会ホームページに賛否の理由

も示して掲載する方向性でまとま

り、12 月議会中に開かれる次回委

員会は各議員の賛否の確認や掲載

の仕方が議論される予定で、うま

くまとまれば 12 月議会から賛否

情報が公開されよう。

　9 月議会に賛否の公開を求めて

陳情を出した市民は、不採択と

なったのに急に変わりましたねと

けげんな顔。ここが議会のむずか

しいところでもある。

新社会党労働相談

12月 1日から 14日

働く人を守る法律と労働組合があります。
12月は労働相談の集中月間です。

次号等で電話相談日などをご案内します。

久しぶりの職員給与引き上げで臨時議会

どうなる臨時職や公契約への反映

遅ればせながら議案賛否公開へ

今週号本紙7面にソウル市報告

経済、原発、戦争・・
安倍政治に一矢報
いる総選挙に！！
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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

　ドキュメンタリー映画「標的の

村」をつくった三上智恵監督は、

今回の沖縄県知事選挙を終えて、

「三上智恵の沖縄撮影日記　辺野古 

高江」で以下のように書いている。

　「日米両政府を相手にいきなり

全勝できるスーパーマンなどいる

訳がないのは百も承知だ。予想さ

れる政府からの冷たい仕打ちに、

共に耐える覚悟があるからこそ票

を入れたのだと私は思う。どう

やっても動かせなかった壁にぶち

当たってい

くリーダー

を選んだの

だ。 県 民 の

方もバカで

は な い。 試

練は折り込

み済み。島ぐるみで支えるから、

７０年の怒りと悲しみを終わらせ

てくれ。そういう積年の思いと覚

悟が詰まった１票」だと。

　そして沖縄を苦しめ続けている

本物の敵は、「沖縄の苦しみを見て

見ぬふりをしながらさらなる負担

を押しつけようとする政府と、本

土の無関心」であり、沖縄の中で

争っている場合ではないと腹をく

くったのだ。

普天間基地のオスプレイ
配備反対の声を無視。その上自衛隊が購入とは !!!

　自公を合わせて過半数を割るこ

とはないとタカをくくって、さら

に４年間の政治支配をめざして解

散する安倍総理。彼がふたたび政

権に就けばどうなるのか。

　まず、アベノミクスの破たんを

ごまかすために○○商品券等を

配って国民をなだめすかす。そし

て念願の企業が世界で一番活動し

やすい国と戦争ができる国に向け

て、推進エンジンをリセットする

ことは間違いない。

　それが労働者派遣法改正であ

り、解雇の金銭解決、限定正社員、

時間外ただ働き、法人税減税と消

費税増税による負担の民衆転嫁で

あるし、集団的自衛権行使の法制

化と日米軍事戦略の一体化（もち

ろん目下の傭兵として）である。

　その行きつく先は「小泉さんの

時代は良かった」と思わせるよう

な時代だろう。

　歴史学者の林健太郎氏は『ワイ

マル共和国　ヒトラーを出現させ

たもの』（中公新書、1963 年）の

　「ドイツ国民はビスマルク以来、

官僚の支配に慣れており、みずか

らが国家を形づくるという意識と

慣行に欠けていた。その彼らが突

然の敗戦（第一次世界大戦＝引用

者注）によって突然、民主主義と

政党政治という新しい実践を課せ

られた」、「彼らは目前の苦境に追

われて、社会と人間の存立のため

に最も重要なものが何であるかを

認識することを忘れた。そしてそ

れを破壊するものが民主主義の制

度を悪用してその力を伸ばそうと

する時には、あらゆる手段を持っ

てそれと闘わねばならないという

ことを知らなかった。それがヒト

ラーを成功させた最大の原因であ

る」と。

最終章「共和国の最後」で以下の

ように書いている。

　冒頭のブログを三上智恵さんは

以下のように締めている。

　「私たちは絶対に戦争する国に

はならないし、戦争に加担したく

ない。原発で地球を滅ぼしたくも

ない。必死で叫んでいる民の声を

聞かない政府には、交代してもら

うしかない。

　沖縄の新しいステージは始まっ

た。この平成島ぐるみ闘争が全国

に飛び火して、国民のための本物

の政治を引き寄せてくる原動力に

なれれば、７０年の戦世（イクサ

ユー）はたちまち弥勒世（ミルク

ユー）に昇華していくだろう」。

　いま私たちが問われている。

ヒトラー成功の最大の理由

総選挙後安倍政権が続けば

だれが問われているのか

沖縄は困難覚悟で自立に踏み切った
国民は政治の奴隷ではない  主権者だ


