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　「指定管理となる前も子供を預

けていて、先生方に対しては経験

豊富であり不満もなかった。指定

管理者になってコストが下がり、

新卒の先生が多くなった。経験と

いうような部分で妥当だったの

か」

　「クラス担任の保育士について

は、最低 1 人は翌年度も残すとい

う記載があったと思うが」

　「4 月からの 3 か月間が園の中が

特にひどい状況だった。来年度も

保育士の入れ替わりが激しくなっ

た場合に園児も不安に感じるだろ

うし、保護者も不安に感じている。

指定管理者になって園長が 3 回変

わっている。保育士も十数人退職

している（編集部注：この 3 月は

9 人が退職）。今年の 4 月に入っ

てきたのは新卒の先生ばかりだっ

た。指定管理者になって 5 年間た

つが、残っているのは 5 人しかい

ない」

　「現在は表面上まとまっている

が、それは前年度からいる先生方

がいるからだと思うし、このよう

な先生方は最近とても疲れている

ようにも見える。もし、この先生

が来年度抜けることを考えると不

安に感じる」

　これらは指定管理者が運営して

いる清水保育所を同じ指定管理

者、株式会社子どもの森に随意指

定しようとする「野田市立保育所

指定管理者候補者選定委員会」で

出された声である（第 1 回議事録

から抜粋）。しかも最終責任を持

つ野田市はこの事態を事前に把握

していなかった。

　この選定委員会は副市長が委員

長となり、関係部課長と 2 人の保

護者代表から構成されている。

　これだけの問題を指摘されなが

ら、2 回目の選定委員会では事業

者の説明と質疑応答の末、適格要

件を満たし、合格最低基準を満た

しているとして子どもの森を指定

管理者候補として決定した。

　これを受けて 12 月議会で来年

度から 5 年間子どもの森を清水保

育所の指定管理者とする議案が出

た。

　審査された文教福祉委員会では

これらの問題について委員外議員

も含めて質疑されたが、多数で可

決されている。終了後、こんなひ

どい議案が通ってしまうのはおか

しいと、傍聴議員からため息が漏

れた。子どもにツケをまわすコス

トダウンはあってはならないのに。

これほどひどい実態が指摘されても

継続して保育所の指定管理者に決まる怪

　障がい児施設こだま学園とあさ

ひ育成園を、来年 4 月に直営から

指定管理者運営に移行する議案も

出され、賛成多数で文教福祉委員

会で可決された。こだま学園は就

学前の知的障がい児の通園施設、

あさひ育成園は就学前の肢体不自

由児の通園施設で、すでに指定管

理者が運営しているあすなろ職業

指導所とともに、あさひセンター

を構成している。

　市内の障がい児者の保護者らか

らなる社会福祉法人はーとふるが

指定管理者となるが、法人側のひ

たむきさに頼り、年間 3350 万円

のコスト削減を図る行政は問題だ。

こだま学園・あさひ育成園も指定管理者へ

地で行く  福祉の現場は低賃金

ひたむきに平和と雇
用充実へ・新社会党
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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

　アベノミクスのほころびや政治

とカネによる２大臣の交代、さら

には沖縄県知事選挙敗北をリセッ

トし、改憲のための新たな 4 年

間を得ようとする総選挙は、安倍

自公政権の思惑通りの結果となっ

た。

　しかし、選挙後は安倍政権の思

惑通りは進まない。戦争ができる

国へとまい進する政治姿勢には支

持が低く、反対が多い。消費税増

税は経済と暮らしを悪化させ、増

税の「目的」の社会保障充実は

サービス切り下げと負担増のラッ

シュ。

　消費税率は変わらないのに一人

年間 1 万円の子育て世帯臨時特例

給付金を来年度出さない方針では

結局のど元過ぎれば熱さを忘れる

ことを期待する、その場しのぎに

しか過ぎなかったということだ。

次のごまかしは商品券配布！どこ

まで馬鹿にすれば気がすむのか。

　安倍政権はうやむやにしたがる

のだろうが、こちらはムシャク

シャするばかりだ。

　総選挙でそのムシャクシャは共

産党の前進に反映した。下の表の

ように市内の比例代表得票を数・

率とも倍増させた。全国・県内と

も同様の結果を出した。

　他方、やはり反安倍政権を掲げ

る社民党は心配された政党要件を

維持するのが精いっぱいに終わっ

た。

　新社会党は社民党と本部間で選

挙協力協定を結んだが、千葉県内

では社民党がこれに応えず、新社

会党の出番はなかった。社民党県

連からは苦しんでいる勤労国民の

暮らしを思い、壊憲動向を何とし

ても止めようという気概は感じら

れなかった。残念というしかない。

　しかし、くやしがっている場合

ではない。安倍政権がもくろん

でいる戦争する国づくりや大資産

家・大企業だけのための経済政策、

原発再稼働を止め、社会と経済を

国民優先の仕組みに変える運動を

追及するしかない。目前には統一

自治体選挙が控え、その 1 年後は

参院選となるのだから。

　候補者・公認政党　 　　得票数

　斉藤　健・自民党　　　  32,548

　石塚貞通・維新の党　　  14,938

　渡辺隆夫・日本共産党　    7,281

　阿部治正・社会民主党　　 3,655

表１　野田市内の小選挙区結果

政党名

野田市 千葉県 全国

2014・47.53％ 2012・53.38% 2014・51.23％ 2014・52.66％ 2012・59.32％

得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率

自由民主党 18,539 31.41 17,715 26.64 861,787 33.84 17,658,916 33.11 16,624,457 27.62 

公明党 10,324 17.49 9,111 13.70 356,477 14.00 7,314,236 13.71 7,116,474 11.83 

維新の党 10,148 17.20 － － 353,113 13.86 8,382,699 15.72 － －

民主党 8,128 13.77 9,830 14.78 462,344 18.15 9,775,991 18.33 9,628,653 16.00 

日本共産党 7,035 11.92 3,566 5.36 294,117 11.55 6,062,962 11.37 3,689,159 6.13 

社会民主党 1,781 3.02 1,656 2.49 46,262 1.82 1,314,441 2.46 1,420,790 2.36 

生活の党 1,486 2.52 － － 73,170 2.87 1,028,721 1.93 － －

次世代の党 1,374 2.33 － － 90,623 3.56 1,414,919 2.65 － －

幸福実現党 201 0.34 144 0.22 8,912 0.35 260,111 0.49 216,150 0.36 

新党改革 － － － － － － 16,597 0.03 － －

表２　比例代表選挙の結果
西暦の後ろは投票率

購読とご支援の御礼

　今年も一年間『週刊新社会』本

紙とこの野田版号外をご愛読いた

だきありがとうございました。

　また、5 月の市議選をはじめ、

新社会党に対する多くのご支援に

心から感謝申し上げます。

　来年も野田版号外を充実させ、

市内情報にとどまらず、少しでも

運動の前進につながる情報をお伝

えしたいと思っております。今後

ともよろしくお願い申し上げます。

総選挙 安倍政権の思惑通り

結果と異なる国民の思い


