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　市長の肝いりで始まったのだ元

気市場は今月 20 日閉店が決まっ

た。11 月 27 日に開かれた臨時議

会で、廃止条例と関連補正予算が

可決された。

　思えば中心市街地対策の迷走の

末、もっと言えばかつてキッコー

マンの城下町として栄えた中心市

街地の低迷がその根底にある。

　市役所移転による地盤沈下を防

ごうと、旧市役所を建替えた欅の

ホールは経済効果を発揮するに至

らず、県道沿道の区画整理による

商店街のリニューアルは構想倒

れ、そしてキッコーマン第二工場

跡地の買収と活性化施設構想も無

に帰した。すでに行政主導のまち

づくりでは先に進まないというこ

とが 20 年を経てあらためて認識

されることになった。

　生協店舗が続けざまに閉店し、

ヨーカ堂の再出店も進まない中、

買い物弱者対策として打ち出され

たのが 2012 年 7 月開店ののだ元

気市場だった。

　5 年限定、小規模とのことで新

社会党も賛成したが、当時すでに

野田高校跡地にコモディイイダが

動き出しており、市は知っていた。

しかし、そのことは議会には隠し

ていた。

　案の定、コモディイイダ開店後、

元気市場の売り上げは大きく影響

を受け、昨年 12 月、愛宕駅西口

にザ・プライスも開店して致命傷

を受けた。昨年度内の撤退が必要

だったが、ずるずると営業を続け、

余計な赤字を出してしまった。

のだ元気市場2年半の収支
　市支出　　  約 4700 万円

　市収入　　　約 740 万円

　収支差　　  約 3960 万円

　＊今年度分は予算上のため

　　最終的には未確定

　市長は臨時議会で議案が審査さ

れた環境経済委員会で、赤字だ

からやめろとの声が議会で大きく

なったためにやめるような口ぶり

だったが、おさなみ議員は、少々

の赤字は覚悟したが、問題は近隣

に 2 ヵ所もスーパーが開店し、元

気市場の存在理由がなくなったこ

とだと批判した。

　また、市長は閉店を知った市民

からなぜやめるのかと怒られたこ

とを紹介したが、それなら縮小し

たまめバス路線沿いの住民の声も

聞こえていただろうが。

　委員会では移動販売車の状況も

質問されたが、状況は改善してい

ない。一人当たりの販売単価こそ

計画の 2 倍の 1200 ～ 1300 円だ

が、利用者数は 1/3 に満たない 1

日 40 名弱。

　つまり、現在は市が赤字補てん

するが、事業開始後 3 年でパル

システムが独立採算でやることに

なっている。その時に移動販売車

だけで判断するのか、総合的に判

断するのか、いずれにしてもパル

システムの経営判断となる。残さ

れた時間は 1 年と少ししかない。

施設は落語の催しやシルバーサロン
　それでは元気市場の施設はどう

するのか。国の補助金も使って 1

月 18 日から 3 月 8 日まで、日曜日

に交代で落語と浪曲の催しを行う。

　また、事業者を募り、年度内に

介護予防事業とシルバーサロンに

転換する計画だ。

　都市計画道路・梅郷西駅前線は

30 日午後に全線開通した。流山

街道沿いにあった山崎宿の常夜灯

は梅郷南部公

民館敷地内に

移され（写真）、

駅前線交差部

に は コ ン ク

リート銘板が

建てられた。

本紙 5面に市内読者と
辛
シ ン ス ゴ

淑玉さんとの手紙交
流が掲載されています。

いったい何だったのか元気市場

必要性失い撤退遅れで赤字垂れ流し

移動販売車も移管後は霧の中

市長たるもの冷静な政策判断を
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　今日 2 日、総選挙が公示される。

暮らしのきびしさが募る中、なぜ

今という雰囲気と、自公に対抗す

る有効な国会勢力がない中で安倍

総理は自分勝手な行動に出た。

　アベノミクスに隠された狙いが

衆目の目に明らかになる前に解散

し、さらに 4 年間のフリーハンド

獲得を目的にした選挙だ。株が高

くなれば景気が良くなり、それが

しだいに全体に波及するというの

は真っ赤なウソ。年金まで動員し

て株高を演出しても、円安になれ

ば輸出が増えるといっても、事実

は格差が拡大して生活や営業が苦

しくなるだけ。

　これで臨時国会で廃案になった

労働者派遣法改悪をはじめとす

る各種の労働保護制度が崩れてし

まえば、働く者にとっては地獄の

日々がはじまる。世界で一番企業

が活動しやすい国とはそのような

状態だ。

　さらに世上いわれつつある「第

4 の矢」だ。「じっちゃんの名にか

けて」、「じっ

ちゃんを超

えたい」と

いう反知性

派政治家安

倍 晋 三 は、

「ネトウヨ」

を励まし動員するとともに、マス

メディアを統制し、歴史の改ざん

と中国や韓国への敵愾心をあおり、

憲法改正をはかるのが「第 4 の矢」

で、それこそが彼の真の矢だ。

　まさに民主主義の危機がそこま

で迫っている中での総選挙である。

　新社会党は次の参院選挙に候補

者を出す準備をしてきた。しかし、

今回は準備が間に合わず、戦争

への道や原発再稼働に反対する運

動、貧困と格差をなくしていく運

動を広げるために、社民党の政党

要件確保に全力を挙げることを 29

日の中央委員会で決めた。

　社民党は参院 3、衆院 2 で議

席数は政党要件ギリギリであり、

前回総選挙の全国比例得票率も

2.36％で、政党要件の 2％をかろ

うじてクリアした状態だ。国会で

は自公とそれ以上に右翼的な勢力

が圧倒している。そこに縛りをか

けるためは国会外の運動の高揚に

かける。それでもその運動に政党

要件を持つ政党の存在は必要だ。

共産党の対応は冷ややか
　本来新社会党は共産党と政策が

近い。しかし、共産党は新社会党

を政党と認めていないのであろう。

共闘の呼びかけを無視している。

これでは国政選挙共闘はできない。

　これらのことから比例は社民党、

選挙区はこれまでの政党間の信頼

関係と、候補者の政策と信頼性か

ら支援体制を組むことになった。

　千葉 7 区では社民党が出る。た

だ社民党千葉県連合は新社会党と

友好関係をつくろうとしない。支

援の帰趨は社民党にかかっている。

　アベノミクスの欠陥は二度と訪

れることのない過去の成功体験か

ら抜け出せないことだ。

　第 1 の矢「大胆な金融政策」で

株高を演出しても、第 3 の矢と関

連するが設備投資は起きない。設

備投資は近未来を想定して需要が

伸びる予測が立たなければ、いか

に金利が安くてもだめだ。

　円安も海外に生産がシフトして

おり、逆に原油や資材、食料の高

騰で中小企業や暮らしに悪影響を

与えている。

　第２の矢「機動的な財政政策」

として政府が需要をつくり、公共

事業を展開してもその波及効果が

なくなっているのは既知であり、

政府の借金を増やすだけである。

　第 3 の矢「民間投資を喚起する

成長戦略」は、ますます非正規労

働者を輩出し、一部大企業と高額

所得者へ富を一極化するだけだ。

社会の対立は増すばかりで、ネオ

ナチズム環境を整えよう。

　日本ほどの経済大国で貧困が増

大し先行きに不安を感じる国から

抜け出るには、富の偏在をあらた

めるしかない。問題は経済の成長

ではないのだ。大企業の巨額の利

益や社内留保を関連企業や労働者

に配分し、税制で応分の負担を求

めるしかない。

　政治的なロビンフッドやねずみ

小僧の出番こそが待たれる。

アベノミクス失敗はなぜ

その真の狙いと解散戦略

アベノミクスの帰結と対抗軸

新社会党 ー 総選挙比例区は社民党支援


