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　大網白里市議会は 3 日、集団的

自衛権行使容認に反対する意見書

が可否同数となり、議長が可決と

決裁した。県内では２例目。

　9 月議会では議員発議が否決さ

れていたが、今回は東金九条の会

等の市民が提出。委員会では賛成

少数で否決されたが、本会議では

一人退席で可否同数となり、議長

決裁となった。

　議長が可決としたときは傍聴席

から大きな拍手が起こったとい

う。保守が圧倒している議会での

可決は、あらためて集団的自衛権

行使容認の問題の大きさを浮き彫

りにした。

保守こそ良識を発揮

大網白里市議会

　水道水が待望の高度浄水処理さ

れ、16 日から供給される。江戸川

や利根川の水が化学物質で汚染さ

れ、化学反応で発がん性物質となる

事件が起きたのは 2 年前の 5 月。

　野田市でも上花輪浄水場と北千

葉浄水場が運用停止したため断水

した。しかし、東京都の金町浄水

場など高度浄水処理していた浄水

場は断水しなかった。

　高度浄水処理は通常の処理に加

えて、オゾン処理と生物活性炭処

理を行い、コストがかかることも

あり、その有無が明暗を分けた。

当時、北千葉では工事途中だった。

　ただ、地下水は別としても上花

輪浄水場の水はこれまで通りで、

水道水に混入されるため高度浄水

処理水 100% とはならない。

北千葉の水道水が
高度浄水処理で供給

　「野田市長、新教委制に異議　首

長の教育関与抑制へ」「教育の中立

性確保図る」と、５日付東京新聞

社会面に 3 段抜き見出しが躍った。

内容は 4 日に議会に報告された新

教育委員会制度に関する市の方針。

　今回の制度改正（悪）は教育委

員会に対して首長の権限を強め主

導しようというもので、おさなみ

議員は 3 月議会でその問題をただ

している。

　市長はおさなみ議員の質問に対

して、「戦後 69 年間ずっと平和で

こられたというのは、今の憲法が

あってのもの」で、「教育基本法

は、その憲法の精神を前文の中で

触れ」、そのもとで地方教育関係

法ができていると答え、さらに「そ

の流れと違ってきてしまって」お

り、懸念に対しては「（おさなみ）

議員さんと多分同じスタンスで物

を言っていると思って」おり、「今

回の制度改正については反対であ

る」と答えている。

　そのような答弁があったが、議

会側はその懸念を意見書として国

に提出することに対し、民主連合

の一部と政清会、公明党、みん清

クラブの反対で否決されていた。

　市長はその後自らの懸念を反映

し、教育行政の政治的中立性、継

続性、安定性を確保するため、①

教育行政の大綱は教育委員会の策

定する基本方針に沿って策定す

る、②総合教育会議の事務局を教

育委員会に置き、原案作成等の協

議題の調整を行う、③総合教育調

整会議で市長が申し出ることがで

きる協議題は、予算等の首長の権

限に属するものだけなど、国の方

針と異なるところがあるため、行

政改革推進委員会に諮問している

と議会に報告した。

　東京新聞の取材に対して市長は

「同じような取り組みをする自治

体が出てくることを期待したい」

と語っている。　

おさなみ議員の一般質問
15 日（月）午前 11 時ごろから

①非常勤職員処遇改善について

②第 6 期介護保険事業について

③ヘイトスピーチ対策について

④学校給食値上げについて

⑤子ども医療費自己負担について

＊今回の一般質問は 11 名が 12 日、
15 日、16 日の日程で行う。

野田市  教育委員会制度変更で

懸念される首長支配弱める

労働相談は 14 日 ( 日 )13
時～ 16 時 Tel 7125-1647
おさなみ事務所まで
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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

　福島第一原発事故直後、原発の

東方海域でトモダチ作戦に従事し

た原子力空母ロナルド・レーガン

は、重大な放射能被曝を受けて多

数の乗組員が被曝し病気となり、

その中の 1 人は 4 月 24 日に骨膜

肉腫で死亡している。

　 2012 年 12 月、このうち 8 名

の原告（その後 80 名に、さらに

現在 223 名に）が、東京電力（現

在ＧＥ等４社を追加）を相手取っ

　中日新聞は 12 月 1 日付で、ド

イツのエネルギー最大手エーオン

が 11 月 30 日、原子力発電と火力

発電の事業を本体から完全に分離

し、独立した会社にすると発表し

たと報道した。

　報道によると、エーオンは原発

などを分離後の発電事業は再生可

能エネルギーに特化する。これは

ドイツの政策で 2022 年末までの

て、米国南カリフォルニア連邦地

裁に、被害者救済のための 10 億

ドル（約 1 千 2 百億円）の基金を

つくることを求める損害賠償の代

表訴訟を起こした。

　今年 8 月にサンディエゴの南

カリフォルニア連邦地裁で口頭弁

論が開かれた。同地裁のサンマル

ティーノ判事は 10 月 28 日、東電

の裁判却下の申立を否定し、原告

側の原告被告追加等の訴状訂正の

申立を認容する命令を下した。

　この結果原告の多数の被害水兵

の東京電力他４社に対する損害賠

償訴訟の本格的審理が米国南カリ

フォルニア連邦地方裁判所で始ま

ることとなった（以上、「原子力空

母の横須賀母港化問題を考える市民

の会」ウエブサイトから）。

　日本では放射能被害が軽視さ

れ、東電は原発事故による損害賠

償の請求にかかる国の「原子力損

害賠償紛争解決センター（ADR セ

ンター）」の和解案まで拒否して

恥じない。

　野田市の被害や放射線対策でか

かった費用についても全額を支

払おうとはしないため、野田市は

ADR にかけることを検討してい

る。

　そもそも加害者、東電が被害者

の損害賠償に対して基準をつくる

とはどういうことか。

「脱原発」を完了することにとも

ない、エーオンは原発の停止を余

儀なくされ、代替の火力発電の収

益性が低いため、業績が悪化して

いたためという。

　他方、安倍政権は原発再稼働に

前のめりで、原発廃炉費用まで電

気料金に上乗せし、電気の託送料

にも反映させて原発を持っていな

い発電業者にも負担させる仕組み

小張さえこ候補は彫刻家
　　　土浦駅東口には彼女がつ
　　　くった彫刻がある（右）

を構築中だ。官僚も含めた「お友達」

には至れり尽くせりだ。これこそ

が既得権という岩盤ではないか。

　野田市議会が再稼働反対の意見

書を可決した東海第二原発に対し

て、過半数を超える茨城県内自治

体が同様の議決をしている。

　しかし、肝心の県議会では脱原

発派が圧倒的少数。そこに挑んで

いるのが今回の茨城県議選で、東

海第 2 原発再稼働を止める会（4

人の公認と 1 人を推せん）が候補

者を擁立して、14 日の投票日に向

けて闘っている。

　同会公認候補の土浦市選挙区の

小張さえこ候補の激励に、おさな

み議員は告示された 5 日に足を運

んだ。ご支援ください。

トモダチ作戦  米兵被ばくで訴訟

日本では加害者意識弱い東電

原発政策 日独の違いが際立つ

東海原発を争点に茨城県議選も告示


