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おさなみ議員のホームページは　http://osanami.web.fc2.com/

　野田市議会もやっと議員個々の

表決責任を明確にする。3 月議会

から採決結果を議会ホームページ

で明らかにすることが決まった。

　近隣市議会では表 1 のように流

山市議会などが先行していたが、

議員にとって基本的な議決責任の

公表が野田市議会で遅れたのは採

決結果、とりわけ陳情や請願、国

等に対する意見書で賛否を明らか

にしたくない議員が多かったこと

議会 議事録 議会だより 議会ＨＰ

野田 × × ○
柏 ○ ○ ○

流山 ○ ○ ○

我孫子 ○ ○ ○

松戸 × × ×

鎌ケ谷 × × ×

表 1　近隣市議会の賛否公表

が原因だ。たとえば議案の表題が

市民にとって良いことなのになぜ

反対したのかといわれるのではな

いかとの恐れだ。

　これに対してはなぜ賛成したの

か、反対したのか、理由を明らか

にすることで課題を解決した。賛

否の討論を掲載することを可能に

したからだ。ただし、議員個人に

討論の原稿起こしが求められるの

で、おさなみ議員のようにその多

くを即興で討論する議員にとって

は一つ仕事が増えることになる。

おさなみ議員の討論掲載は2議案
　今回おさなみ議員は議案第 47

号平成 26 年度野田市一般会計補

正予算第 7 号に対する反対討論と、

発議第 2 号生活保護費の引き下げ

をやめるよう求める意見書につい

て賛成討論を掲載することにした。

　野田市議会では、①賛否が分か

れたものを、②会派ごとに議員

個々に賛否を表記し、③本会議ま

たは委員会での討論内容を希望制

によって賛否の理由として表示し

て、④議会終了後おおむね 3 週間

後に掲載という形で始まる。

議会だより掲載等は今後の課題
　しかし、より多くの方が見る議

会だよりや会議録については検討

中で、なかでも議会だよりはペー

ジ数の制限という予算がらみの課

題もある。ただ、インターネット

で公表し始めれば賛否の公開に対

するアレルギーも薄まるだろう。

　また、賛否公開と討論を掲載す

ることによって、議会で単に数の

多数にまかせるのではなく、議論

の活発化が進むことになり、議員

や会派の研鑽の進展が期待される。

区分 医療保険

分

支援金分 介護保険

分
内容

所得割 7.16% 1.84% 1.50%

加入者それぞれの前年中の所得

から基礎控除（33 万円）を引い

た額の合計に税率をかけて計算。 

なお、介護保険分については介護

2号被保険者（40歳から65歳未満）

のみ計算。また、1 号保険者の 65

歳以上は介護保険料で別途負担。

資産割 5% なし なし
加入者の固定資産税額（平成 27

年度）の合計に税率をかけて計算。

均等割 26,200 円 10,000 円 12,200 円

国保加入者及び介護 2 号被保険者

（40 歳から 65 歳未満）の方の人数

にこの金額をかけてそれぞれ計算。

平等割 25,000 円 なし なし 加入者の世帯ごとに計算。

課税
限度額

51 万円
↓ 

52 万円

16 万円 
↓ 

17 万円

14 万円 
↓ 

16 万円

課税限度額は医療保険分、支援金
分、介護保険分別々に設定。最高
限度額は 85 万円となる。

　今年度の国民健康保険税は税率

等が据え置かれたが、最高限度額は

国が基準を引き上げ、市は追随し

ようとしているので、下表のよう

に引き上げられる。下表で支援金

分というのは後期高齢者医療制度

の負担分を指す。介護保険分は 40

歳から 64 歳までの加入者が対象。

国保税率据置・限度額上昇へ

採決の賛否結果を議会ＨＰで公表
議員の議決責任を明確化

新人が分け入った県議
選、現職有利で展開か
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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

【訂正・教育委員会人事】
　前号で東條三枝子教育長の履歴

を酒々井町教育長 12 年としまし

たが、2 年と訂正します。

　なお、学校教育部長に東葛飾教育

事務所管理課長だった長谷川昌男

氏が就任した。これはかつて黒川

浩教育長が流山市教委から着任し

た時、永瀬好邦氏を学校教育部長

として連れてきたのと同じ構図だ。

　写真右から時計回りに、憲法学

者、奥平康弘さんの志を受けつぐ

会の献花風景（3 日・府中市）、20

年余の国鉄不当解雇撤回闘争の先

頭に立った中里忠仁さんを偲ぶ会

（5 日・日暮里）、都内唯一の新社

会党公認区議、2 期目に挑む福田

光一さんの決起集会（5 日・北区）

と、おさなみ議員は党書記長など

として参加してきた。

　おさなみ議員は平成 27 年度予

算審査の中で、市長の目玉政策の

地下鉄 8 号線延伸事業とコウノト

リ政策について、その問題点を強

く指摘した。

　地下鉄 8 号線事業については、

野田市駅延伸にこだわっている

が、江戸川から野田市駅までは開

発余地がなく、とりわけ野田市駅

周辺は住宅と工場が密集してい

る。つまり、新たに人口が張り付

く空間がなく、「流山おおたかの森

効果」は到底望めない。

　市長はさらに新たに市街化区域

の拡大はしないと主張しており、

せっかく鉄道投資をしても東京と

の交通の便が良くなるだけで、鉄

道延伸による人口増大や商業の活

性化考慮は後回し。さらに茨城県

への延伸を前提とすると、住宅の

密集状況から市街地は地下方式と

ならざるを得ず、事業費がかさむ。

　この点をカバーするものとして

七光台駅に延伸させようとの構想

が強まっている。合併して市の中

央部は北上している上、開発余地

に恵まれている利点は明らかだ。

基金構想はわずか2年で破たん
　肝心の事業費についてもみずき

地区と座生三地区で新たに発生す

る固定資産税と都市計画税増収分

を基金として貯めれば、市民に新

たな負担をさせずにすむとして、

平成 12 年度から積み立てを開始。

しかし、財政悪化でわずか 2 年で

増収分の基金積み立ては中止。そ

の後は基金の預金利子のみの積み

立てとなり、25 年度末の基金残高

は 4 億 6696 万円。15 年度末残高

の４億 6,488 万円にくらべ、わず

か 200 万円の増でしかない。鉄道

延伸事業の野田市負担額は約 50

億円と見込んでいるのだから市長

の構想は完全に崩れている。

　さらに地下鉄並みの国庫補助が

机上の計算でも必須だが、新幹

線事業が前倒しになっていること

や、東京オリンピックによる鉄道

ニーズが優先されそうで、そこに

鉄道予算が費消されるという情勢

が追い打ちをかけよう。今年度中

に今後 15 年間の鉄道計画が答申

される予定だが課題は多い。

　コウノトリをシンボルとした自

然環境保全とそれに根ざした農業

も有機的な関連が乏しい。あれだ

け新聞・テレビに野田市のコウノ

トリが登場しても、たとえばふる

さと納税は伸びない。その特典で

ある黒酢米のネーミングが悪く、

コウノトリと結びつかないのだ。

　ふるさと納税で多様な特産品を

ネット販売するかのように割り

切った長崎県平戸市は、2014 年度

に 14 億 7 千万円弱を得た。同年度

の市民税は予算額で 26 億 6 千万円

だから驚きである。このうち 4 割

を特典としているので市内経済効

果は大きい。このような柔軟な発

想は現在の市政では期待できない。

はばたかないコウノトリ政策

市長の目玉政策がこれでは
鉄道政策とコウノトリ事業の行き詰まり


