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６月議会
レポート

野田市議会議員・新社会党　長
おさなみ ひろくに

南博邦

 おさなみ 議会報告

事務所　野田市山崎貝塚町４４－３　TEL/FAX 7125-2627

　　　　　　　　E-mail hiro-osanami@tbf.t-com.ne.jp

　6 月議会の主な議案は、職員定数の大幅減、監査委員の増員と新監査委

員の選任、資源回収物の持ち去りに対する原状回復や罰金制導入、学校

施設耐震化工事契約、高規格救急自動車や資材搬送の支援車Ⅱ型購入契

約、野生動植物保護条例、民間保育所分園設置支援などの補正予算でした。

　市民等からの陳情や請願は継続 1 件を含め 5 件、議員発議は 3 件でした。

　市民の審議会傍聴で見つかった

65 歳以上の全市民の個人情報の野

田警察署提供問題。警察は電話詐

欺などの防止で高齢者宅へピンポ

イントで訪問できるメリットがあ

りますが、介護保険からの情報で

市民の意図しない情報利用です。

　都内の一部の自治体でも数年前

に同様のことがありましたが、そ

のことを市報で知らせたところ、

市民からの反発が強く出たため中

止した事例があります。

　野田市が市民に知らせもしない

のは、野田市の個人情報保護条例

に規定がないため。おさなみ議員

は条例に、①職員に対する教育及

び研修を行うことや指導・監督の

義務を規定すること、②目的外利

用や外部提供をする場合は本人通

知をすること、③接続先機関の個

人情報処理状況の定期的な報告や、

個人情報の漏えいや不適切な利用

のおそれがある場合、報告を求め

たり、必要な調査を行う規定を設

けること、④利用停止請求手続き

を簡素化すること、⑤個人番号（マ

イナンバー）関係の規定を整備す

ることを求めました。

　市長は職員教育についてはきち

んと行うが条例に規定しなくても

よいなど、個人番号関係の整備（9

月議会に改正案）以外はまったく

応えようとしませんでした。

　3 月議会では学童保育所を受託し

ている社会福祉協議会の労働基準

法違反問題を取り上げましたが、6

月は直営と委託の学童保育所の閉

所時間（18 時半までと 19 時まで）

差別問題などを取り上げました。

　これについては 9 月から同じ 19

時までとする差別解消の答弁が得

られました。長年このような状態

にあり、保護者会からの要望も無

視していたのは行政のとる態度で

はありません。しかし、全面民間

委託を頓挫させられた怨念が感じ

られました。

　また、夏休み等の学校休校中の

開所時間が 8 時で、その時間に子

どもを手渡ししなければならない

ことに対する苦情も大きなものが

あります。

　小学生なのだから保護者と話し

合って子どもだけで通ってもいい

だろうと質問しましたが、危険性

があるのでダメと話になりません

でした。私の子どもが学童のころ

はそんなことはありませんでした。

勤めに間に合いませんから。

個人情報の目的外利用時は市民の理解を
マイナンバー制で危惧される個人情報

学童保育所閉所時間差別解消

朝の子ども引き渡しは勤務に遅れる
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　あわや倒産かという状

態から経営再建を目指し

ていた開発協会の昨年度

決算は、努力が実って好決

算でした。もちろん油断は

できませんが、収入増を図

り、コストを削減する諸施

策が功を奏しています。接

客等の評価もだいぶ高まり、職

員の努力も見のがせません。

　もちろんコウノトリの財源は

ゴルフ場から期待できません。

コウノトリ飼育の 5 年分

もない基金の減少を抑え

ようと、文科省からエサ

代を受け、サントリーの

愛鳥基金から年間 1100 万

円の助成を受けることに

なりました。この助成は

最大 5 年間期待できると

いいます。放鳥も終わり、

今後イメージキャラク

ターとしてコウノトリが

活用できるか否かが問われます。

開
発
協
会
好
決
算

コ
ウ
ノ
ト
リ
効
果
出
せ
る
か　東武鉄道の清水公園駅南側から

平成やよい通り手前までの 2.9km

を高架化する事業（総事業費 353

億円）に黄色信号が灯りだしてい

ます。

　17 年度事業完了（もともと無理）

をめざし、今年度全線の仮線設置

や愛宕駅の仮駅舎工事などを計画

して 15 億円の予算要望をしてい

ましたが、わずか 5 億円しかつか

なかったといいます。これは大震

災復興事業に重点を置かざるを得

ない結果かもしれませんが、事業

の遅れは必然です。これで困るの

は野田市が財源として使っている

合併特例債発行には合併後 10 年

（その後震災被災地認定で 20 年）

という期限があり、本命の東京直

結鉄道の着手に使いたいという目

論見がはずれてしまいます。

　単線立体化の後の複線化では鉄

道事業者の負担が重く、市内複線

東武線立体交差事業大幅遅れへ

学校施設 契約金額・税込 落札者 落札率・％

清水台小体育館 1 億 6556 万 4000 円 丸要建設 99.94 

木間ケ瀬小教室棟 1 億 4976 万 3600 円 創英建興 100.00 

岩木小体育館 1 億 4817 万 6000 円 堀建設 98.94 

柳沢小体育館 1 億 4688 万円 山本建設工業 99.03 

中央小記念館 1 億 3808 万 8800 円 愛宕建設工業 100.00 

関宿中格技場 　　8586 万円 東葛工業 99.99 

二川小教室棟 　　7020 万円 古橋鉄工所 99.72 

表1　学校耐震補強工事契約一覧

　10 年 12 月議会でおさなみ議員

が、流山市の例を取って学校耐震

化工事を加速すべきと質問し、そ

の 3 か月後の大震災で遅れていた

野田市も重い腰を上げました。学

校耐震化工事が本年度で完了しま

す。次年度は冷房化が課題です。

　問題は表 1 のように入札に競争

性があるのか疑問を持つ結果です。

市内業者が分け合っているとしか

言えない結果です。

　予定価格の事前公表や制限付一

般競争入札、電子入札という仕組

みではなく、野田市の業者に競争

の意識がないのではないか。9 月

議会の課題にしたいと思います。

化が閉ざされてしまうという警告

も正当性を帯びてきています。

　野生動植物保護条例が議会最終

日に提案されて可決されました。

コウノトリの放鳥を控え、その保

護のためにつくったとしかいえな

いものです。もちろんコウノトリ

の保護だけではなく、県のレッド

データブックに掲載されている動

植物がその対象になります。

　右の写真は 5 月に撮影したコサ

ギ（左）とアマサギです。サントリー

の世界愛鳥基金のサイトにもこの

2 種類のサギが載っています。

野生動植物保護条例制定

競争入札効果なし

学校耐震化事業の契約案件

誰かの犠牲で成り立つ社会は拒否する　沖縄基地問題、原発再稼働・・・
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　戦争できる国づくりにはそのた

めの世論づくりが必要。とりわけ

安倍政権が企図しているのは歴史

と「道徳」教育です。今年は中学

校の歴史と公民の教科書採択年に

あたります。

　野田市は東葛西部地区採択協議

会として流山と松戸と一緒です。

6 月議会で野田市議会と流山市議

会では安倍晋三首相と下村博文文

科相が肩入れしている教科書（育

鵬社版）採択を示唆している陳情

が採択されてしまいました。同趣

旨の請願を千葉県議会は昨年 12

月に採択していますが、柏市議会

は不採択としていました。

　野田市議会では委員会（休憩中

ですが）で陳情者が陳情説明がで

きます。陳情者の説明はかつての

植民地政策を良い面もあったと評

価し、青少年の非行は自虐史観か

ら来るもので、自国に誇りを持た

せる教科書を採択すべきだという、

まさに安倍首相の代理人のようで

した。安倍首相や下村文科相は 97

年に自民党内で発足した「日本の

前途と歴史教育を考える若手議員

の会」の事務局長、事務局次長コ

ンビです。

　おさなみ議員は県の職員であっ

た東條三枝子教育長を意識して、

これまでの習い性であってはなら

ず、野田市の現場から判断するよ

う求める討論を行いました。

中学校教科書採択に暗雲

戦争美化する歴史・公民採択へ動き

　野田市でもプレミアム商品券が

発売されました。地方創生の一環

ですが、今日の地方の疲弊を生み

出したのはだれか、その原因は何

かをきちんと考えないのは問題で

す。とりわけ地方の基幹産業の農

業がＴＰＰによって息の根を止め

られようとしているのですから。

　右の写真は 12 年 12 月の総選挙

時の自民党のポスター。これで民

主党から政権を奪ったもの。驚く

べき二枚舌です。

地方創生でカネばらまくよりＴＰＰで公約守れ

　エーッとびっくりするのは、議

会活性化等検討委員会の会議予定

や会議録の議会ホームページに掲

載してほしいという陳情を不採択

にしてしまったことです。

　議会基本条例策定特別委員会を

終了させて、その代わりを現実的

に担うのが議会活性化等検討委員

会のはず。もちろん会議録は議会

図書室で閲覧できますが、市民の

利便性を図るにはホームページ掲

載は今の時代当然です。会議予定

も行政より遅れるとは何事かとい

う事態です。

　反対したのは政清会、公明党、

否定することはない活性化等委の公開
民主連合、みん清クラブです。3

月から採決一覧をホームページに

掲載するようになり、やっている

ところを見てもらいたいのですが。

　公明党は平和の党として正念場

を迎えています。確かに集団的自衛

権の法制化では歯止めをかけよう

と努力をしたと思います。しかし、

自民党との理解の違いも出ており、

同床異夢の状態の上、衆院での法

案審議ではっきりしたように、安

保法制は戦争するための法案です。

自衛隊が米軍の肩代わりをする前

提で、米軍は兵力と予算の削減を

始めたと報道されています。

　山口那津男代表は、公明党は下

駄の鼻緒で、鼻緒が切れれば下駄

は役に立たないといっています。

しかし、実態は巷間言われる「下

駄の雪」であり、どこまでも自民

党についていくのではないかとの

不安は高まっています。戦後の平

和を守ってきた公明党はもう一度

結党の精神に帰るべきでは。

公明党は平和の党ではなかったか

原点に戻りこれからも平和勢力で

健康で安心して働ける雇用環境づくりこそ政策課題の優先に
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労働相談は東葛ふれあいユニオン野田支部（おさなみ事務所内）まで　℡ 04-7125-1647

日比谷野外
音楽堂
6月 23日

衆議院第2議員会館前
6月 23日

平和より戦争 ・人より大企業・国民より米国政府

アベ政治を許さない
　憲法違反の集団的自衛権を実行

する「戦争法案」が衆議院で強行

採決され、参議院に送られていま

す。内閣や国会議員は憲法 99 条

で憲法の尊重と擁護を義務づけら

れています。しかし、安倍首相は、

総理大臣は何でもできるとして意

に介そうとはしません。

　憲法破壊は戦争法案だけにはと

どまりません。一生派遣やただ働

きと過労死を招く労働法の改悪（憲

法 27 条違反）、貧困の世代連鎖を

防ぐ憲法 26 条の教育を受ける権

利をないがしろにする学費の高騰

や教育費の自己負担、その挙句に

奨学金返済の重荷を背負わさせら

れます。そして人間らしい生活を

保障する憲法 25 条の相次ぐ後退

で、憲法は総破壊状態です。

　私たちが求めているのは、平和

の下で安心して働き暮らす人権で

す。生活できる安定した雇用と社

会保障の全面的な破壊を進めて独

裁ぶりを発揮する安倍政権はやめ

てもらわなくてはなりません。

市長は戦争法案反対
与党の多数は賛成

　野田市議会でも戦争法案（平和

安全法制整備法、国際平和支援法）

の廃案を求める意見書の提出を求

める陳情が提出されましたが、自

民・保守系の政清会。公明党、無

所属の会の反対多数で不採択とな

りました。市長は違憲立法だと答

弁しているのですが。

　沖縄の民意をもとに地方自治を

求める意見書採択を求める陳情

も、政清会と公明党、みん清クラ

ブ、無所属の会、新しい風の反対

多数で不採択となりました。

　おさなみ議員は賛成する立場

で、基地建設で沖縄県や名護市の

主権を制限するなら、憲法 95 条

にあるように、住民の同意を得な

ければならないと討論しました。

辺野古新基地建設強行は憲法95条違反


