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審議会名 日・曜日 開会時間 主な内容

総合計画審

議会

22 日

水

 13 時

  30 分～

基本計画・総合

計画素案の検討

（重点プロジェク

ト）

情 報 公 開・

個人情報保

護審査会

23 日

木
  9 時～

個人情報取扱事

務について、他。

一部非公開あり

都市計画審

議会

23 日

木

  9 時

  30 分～ 

都市計画都市計

画 区 域 の 整 備、

開発及び保全の

方針の変更・他

開催場所はいずれも市役所で、上記の表の上か

ら高層棟 8 階大会議室、低層棟 4 階職員控室、同・

委員会室。傍聴は開会 30 分前から受付。

今週の審議会

　我孫子市 3 月議会で県内 2 番目

となる公契約条例が全会一致可決

された。

　対象事業は、①予定価格が 5

千万円以上の工事または製造の請

負契約、②予定価格が 1 千万以上

の工事及び製造以外の請負契約の

うち、規則で定めるもの、③指定

　統一自治体選第 2 ラウンドが 19 日始まった。当日、

おさなみ議員は本部書記長として、牛久市、土浦市、水

戸市の公認候補の激励にまわった。写真は牛久市議の杉

森弘之候補。3 期目を目ざす。

　県内では習志野市議選（藤崎ちさこ / 新 / 推せん、宮

内一夫 / 現 / 公認）、佐倉市議選（冨塚忠雄 / 現 / 公認、

稲田敏昭 / 新 / 公認）、船橋市議選（池沢みちよ / 新 / 支

持）、横芝光町議選（秋鹿幹夫 / 新 / 推せん）で闘いが始

まった。

　今週号本紙の「道しるべ」はおさなみ議員が執筆した。

管理については市や教育委員会が

必要と認めるもの、④水道局につ

いては条例を準用する。

　労働報酬下限額は今後公契約審

議会で決める段取りとなっている。

　報酬下限額設定や周知期間もあ

り、実際の契約に適用されるのは

今年 10 月 1 日からとなる。

　我孫子市

も制定した

ことで特殊

野田市とい

うことでは

なくなり、

県内他自治

体に波及す

る期待がふ

くらむ。

職種 最低時給

事務員補助 850 

プラント保安要員 1,550 

中央操作員 1,550 

重機オペレ－タ 1,550 

計量業務員 850 

プラットホーム作業員 1,130 

手選別作業員 938 

同・障がい者等 県最賃額

清掃作業員 849 

除草作業員 849 

給食調理員 849 

給食配膳員 849 

給食配送員 957 

給食設備管理員 1,550 

野田市の公契約条例適用最賃
　野田市の公契約条例適用労働者

の最低時給は下記の表のとおり。

　なお、工事及び製造請負契約の

もとで働く労働者は次の計算式で

時給が定められる。

　職種別設計労務単価÷ 8（時間）

　× 0.85

＊時給額単位は円

我孫子市も公契約条例制定

県内 2 番目 拡大にはずみ期待

自衛隊恒久海外派兵を
国際平和支援法とは !!!
ふざけるな
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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

新設部 所属課

自然経済推進部

商工観光課（旧商工課）

農政課

みどりと水のまちづくり課

新設課 旧課
生活支援課

社会福祉課
障がい者支援課

高齢者支援課
高齢者福祉課

介護保険課

営繕課（総務部）建築指導課の一部業務

人権・男女共同

参画推進課

人権施策推進課

男女共同参画課

防災安全課 市民生活課から分離

　すでに 4 月 1 日付の市報で組織の

一部見直しが掲載された（表参照）。

　廃止されたのは建築確認申請が

減少した建築指導課。建築指導業

務は都市計画課に移管され、公営

住宅や公共施設の管理は総務部に

新設された営繕課が担当する。

　男女共同参画課と人権施策推進

課が統合された。

　逆に増えたのは、社会福

祉課と高齢者福祉課がそれ

ぞれ 2 つの課に分離され、

市民生活課から防災・安全

関係を独立させて防災安全

課ができた。

　目玉は自然経済推進部で

あり、商工課を商工観光課

として観光を前面に出すと

ともに、農政課を所管して、

従来のみどりと水のまちづくり課

と連携して、コウノトリと観光、

自然保護、農業を一体のものとし

て取り組むことになる。市長のこ

だわりが感じられるが、失敗した

広報戦略官のように、構想倒れに

ならなければよいが。

　この組織一部改正で、部長が 1

名、課長が 2 名増えたことになる。

最後はコウノトリ頼み
機能発揮するか構想倒れか

　議会の新社会党の政務活動費収

支報告がまとまった。

　収入は一人月額 2 万 2500 円で、

今期は改選があったため 10 か月

分なので 22 万 5 千円。

　支出は右の表のとおりだが、視

察等の出張関係は尼崎市に公契約

条例セミナーに 1 泊だけ。

　個人宣伝や政党機関紙かいなか

が問われている議会報告印刷代な

どの広報費はゼロ。これは政党支

部発行と割り切っているためだ。

　いつもながら多いのは資料購入

費で、自治体関係の雑誌、自治体

や政治、暮らし関係の書籍購入で

群を抜く。

　備品は会派控室で使うものだ

が、久しぶりに購入した

ものは A3 版まで印刷可

能なカラーレーザープリ

ンタ１台。

　野田市議会の場合はも

ちろん領収書が必要だが、

使用後に活動費が会派に

支払われる。現金を手元

に置いておくことはなく、通帳は

議会事務局で管理しており、領収

書を持参すると引き出される仕組

み。残金は市に返還する。

　近隣市議会の政務活動費年額は

表 2 のとおり。なお、柏市議会の

場合は会派所属議員（2 人以上）

とそうではない議員（1 人）では

金額が異なり、差も大きい。

科　目 金　額 備　考

調査研究費 0

研修費 49,456
公契約条例セミナー

（尼崎市）

広報費 0

広聴費 0

資料作成費 5,068 複写機使用料

資料購入費 106,602
雑誌７誌、書籍 28 冊、

新聞１紙

備品購入費 46,404
カラーレーザープリ

ンタ

その他の経費 12,511
プリンタトナー、文

房具、ランケーブル

合　計 220,041 残金 4,959 円（返納）

表1　新社会党の政務活動費収支報告

　また、東葛 6 市議会で収支報告

をホームページに掲載しているの

は流山と我孫子、松戸と半数。我

孫子の場合は会派ではなく議員個

人の収支報告となっている。

議会 年額

野田 ２７万円

流山 ４８万円

柏
９６万円 

６０万円

我孫子 ３０万円

鎌ケ谷 ２４万円

松戸 ６０万円

表2　東葛6市議会比較

期待が重いコウノトリ
　　ゆんフリー写真素材集から

議会新社会党の収支報告

書籍代が群抜く


