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学校冷房化日程明らかに

いやいやの土曜授業で学力低下か

中学校は17年夏、小学校は18年夏から
　昨年度行われた学校冷房化の

調査設計事業結果と開始時期を

おさなみ議員などが質問した。

　当初野田市と教育委員会は学

校耐震化が終わってから学校冷

房に取り組むとしていた。今年

度で学校耐震化事業が終わるの

で来年夏から暑い思いをしなく

てよいのかと期待をした。

　しかし、学校の受変電設備の

キュービクル改修に半年かかる

ため、16 年夏のエアコン化は間

に合わず、中学校 17 年夏、小

学校 18 年夏の日程を明らかに

した。

　また、電気式のみならず都市

ガスや、それらの併用方式など

でエアコン化される。施設設置

は最終的に高額となるリースで

はなく、買い取り方式で行う。

工事費を中学校 19 億円、小学

校 34 億円、ランニングコスト

を年 8 千万円と見積もる。

　国の補助金はなく、75％の借

金と現金で工事費をまかなう。

借金返済時の交付税算入措置な

しのきびしい財政運営だが、こ

れは財務省が学校冷房化の財政

措置をしないためと思われる。

　小学 6 年生と中学 3 年生を対

象とした全国学力・学習状況調

査の結果、野田市の平均点は昨

年度に比べて中学生はほぼ横ば

いだったが、小学生は最低クラ

スに低下した（2 頁表 1 参照）。

　数点異なると順位が大きく上

下するということはあっても、

昨年度から隔週土曜授業を県内

で初めて取り組み出した矢先だ

からショックは大きい。

　与党政清会が議会でこの問題

で質問し、転居 2 年で幼児を持

つ母親からは心配の問い合わせ

がおさなみ議員に来るほどだ。

　古くから「孟
もうぼさんせん

母三遷」といわ

れるように、教育環境を求めて

住まいを選ぶとするなら、野田

市は魅力に乏しいということに

なる。それを認識している市長

などは躍起になる。初当選以来

「東葛一生活満足度の高い」野田

市をめざして 23 年、結果が出

ないのだから。

　トップダウンで教員や子ども

たちは強制と受けとめるなか、

しかも準備不足で昨年度開始さ

れた隔週土曜授業にあらためて

疑問がわく。

　思いを一つにしなければ成果

は出にくいのだが、児童生徒へ

のアンケート結果は無残だ。

　今年 7 月調査でも、小学生で

土曜授業を続けてもらいたくな

いとの回答は 60.4％、中学生は

71.7％にのぼる。

　二学期制、土曜授業と県内初

を急ぐのではなく、教職員と子

どもの心をつかむために一度冷

静になるべきだ。

学力偏重に導きかねない！

一度冷静になるべき学力テスト結果
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15 年 14 年 13 年 12 年

野田市

全国平均点
最高～最低

野田市

教科 領域

市平均
点の県
順位当
てはめ

想定
平均点

県順位当てはめ順位

小学 

6 年

国語
Ａ領域 43 位 68.0 76.0 ～ 66.6 23 位 29 位 27 位

Ｂ領域 48 位 62.7 以下 76.4 ～ 62.7 25 位 9 位 21 位

算数
Ａ領域 45 位 72.7 81.2 ～ 72.3 31 位 20 位 31 位

Ｂ領域 48 位 41.9 以下 51.5 ～ 41.9 45 位 19 位 8 位

理科 ― 41 位 59.2 67.5 ～ 57.3 ― ― 28 位

中学 

3 年

国語
Ａ領域 38 位 74.8 80.8 ～ 70.0 32 位 46 位 44 位

Ｂ領域 28 位 65.2 70.7 ～ 61.3 30 位 38 位 14 位

数学
Ａ領域 39 位 62.9 71.1 ～ 55.8 43 位 47 位 45 位

Ｂ領域 25 位 40.7 47.7 ～ 34.0 38 位 46 位 44 位

理科 ― 43 位 50.3 61.3 ～ 45.9 ― ― 45 位

野田市の平均点は点数ではなく、平均点を該当する 47 都道府県の

順位にしたもので発表されている。48 位というのは最下位以下を

表す。表中の 15 年の想定平均点は該当する順位の県の平均点。

表1　全国学力学習状況調査結果　　おさなみ議員調べ

　学校教育施設整備の資金を募

ろうと、学校施設整備等基金が

設置された。これはふるさと納

税が低調なため、市民からのふ

るさと納税にも還元策を加味し

ようというもの。

　市外からのふるさと納税のう

ち、緑のふるさと基金を対象と

して 1 万円以上の寄付者には黒

酢米をプレゼントしていた。

　これにならって新基金に市民

および市内小中学校を卒業した

市外の方から 1 万円以上のふる

さと納税があった場合、市民に

はノックス券（市内共通買物券）

2 千円分、市外の方には黒酢米

を送ろうというもの。

　おさなみ議員は姑息と感じな

がらも、使ってほしい事業に自

らの税金を指定できるという積

極面を認識して賛成した。

　政府の初期投資 3 千億円、市

場規模は自治体、民間も含め数

兆円といわれ、ＩＴバブルを呈

しているマイナンバーは法施行

前から対象を拡大し、18 年から

は金融機関口座も対象となった。

まだ任意だがいずれ強制となる。

　プライバシーが丸裸にされ、

米国や韓国でなりすましなどの

被害が多発している。経費もか

かるため、中小企業は消費税同

様の経営圧迫要因となりかねず、

準備も間に合わない。

　便利になるといってもそれは

管理する側の便利さで、市民に

は日常的なメリットはない。

　マイナンバー関連条例におさ

なみ議員などは反対した。

　野田市の個人情報保護

条例や情報公開条例の適

用が必要水準を満たして

いないことが次々と発覚

した。

　個人情報の利用停止請

求を関係ない法律を適用

して却下したり、異議申

し立てを 3 件も放置して

いたことが発覚した。

　行政の信頼を揺るがす

もので、一部長の謝罪で済

むものではない。根本市

政の行詰まりは明らかだ。

市政停滞は明らか

　聖華幼稚園前交差点に歩行者

専用の信号を設置して安全に横

断したいとの願いが、議会で公明

党議員によって取り上げられた。

　幼稚園の送り迎え時は特に危

険だとして、おさなみ議員はす

でに野田警察署等に要請やヒア

リングを行っていたもの。市内

には中央小前など 3 か所しかな

い歩車分離方式の信号機だが、

渋滞を招かないなどの条件があ

り、現状では警察は動きそうに

ない。

　頼みは当該道路（県道）が国

道 16 号まで延伸されることだ

が、完成までまだ時間がかかる。

マイナンバーは新国立競技場以上のムダ
情報漏えいとプライバシー監視が怖い

聖華幼稚園前交差点に歩行者専用の信号を

ふるさと納税で学校施設整備等基金

教育施設優先に税金を使わせるなら制度活用を

軽減税率ではなく消費税は５％に戻せ。税制の基本の応能負担の徹底で格差是正を
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　写真は柏市柏の葉 1 ～ 3 丁目

で始まった「ゾーン 30」規制。

一定の区域内の道路を制限速度

30km に制限するものだが、市

内でも桜の里で自治会と協議が

始まっていると答弁があった。

おさなみ議員の一般質問
　9 月議会の一般質問議員は 13

名。おさなみ議員は 5 番手とし

て質問した。

　質問項目は、①教員の勤務時

間と隔週土曜授業、②学校冷房

化（一面参照）、③生活困窮者対

策、④生活保護行政、⑤交通安

全（ゾーン 30、自転車走行レー

ン設置）を取り上げた。

　民主党政権当時、初めて労働

者派遣法が改善されたのもつか

の間、その施行前に「一生派遣」

に道を開く改悪が強行された。

　しかし、非正規労働の実態を

調べた国際労働機関（ＩＬＯ）

の報告では、調査 49 か国中、

均等待遇65％一部均等待遇14％

不均等待遇20％

日本のように労働条件が均等待

遇ではない国は少数派で、全体

の 65％は賃金をはじめ均等待遇

となっている（左下図）。

　たとえば、ＥＵでは派遣労働

が認められるのは臨時的就労の

みで、正社員と同等以上の労働

条件が義務づけられている。

　日・米・豪やカナダ、ニュー

ジーランドなど均等待遇し

ようとしない国はＴＰＰ参

加国に多い。ＴＰＰで正社

員化の道は閉ざされよう。

労働者派遣法改悪強行

世界は均等待遇が多数 日米は異常

　決算委員会でおさなみ議員は

保育所指定管理者問題を取り上

げた。12 園あった公立保育所の

うち、6 園が指定管理者運営に、

2 園が建替えを機に民設民営に移

行し、直営は 4 園だけ。

　指定管理者運営の清水保育所

で大量の保育士がやめて、昨年

度当初の混乱を招いた。その事

実を担当課が当時把握していな

かった問題は、コスト優先の結

果、起こるべくして起こった行

政の劣化といえる。

　問題を起こした指定管理者は

今年度からふたたび同保育所を

運営することになった。

　公務員保育士は定期昇給があ

るが、指定管理者に運営委託さ

れる費用には含まれていないと

いっても過言ではない。この差

がコスト削減となる。

　介護職員同様、保育士も他産

業より月 10 万円近くも低賃金。

これでは人が集まらず、短期で

職場を去ってしまう。

　学校の先生こそゆとりが必要。

この考えを持つおさなみ議員は

教員の勤務実態を質問した。

　野田市の場合、月 80 時間以

上の時間外労働は 4 月から 7 月

の期間で、小学校で 10％、中学

校は 24％の教員が行っている

（100 時間超も含む）。80 時間超

は過労死水準であり、改善が進

んでいない。

　しかも教員には残業代はなく、

みなし残業手当と呼べる本給の

4％の「給与調整額」があるだけ。

　さらに休憩時間も労働基準法

上の休憩ではなく、労働時間と

みなされる「手待ち時間」に過

ぎず、無償労働となっている。

　教員のやる気を前提にした日

本最大のブラック企業といえる。

　自転車は基本的に歩道を走っ

てはならないとされたが、それ

ではどこを走ればよいのか。

　そのための自転車レーンや歩

車道をつくり、目に見えるよう

にしなければ、結果的に歩行者

も自転車利用者も安全確保がさ

れないため、設置を働きかけた。

自転車走行レーン設置を

指定管理者依存の保育行政で問題

ブラック企業化した学校現場 !改善を

沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設は県民世論の無視！米国内ではありえない
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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

　「さようなら原発・さようなら戦争」集会の開か

れた 9 月 23 日の代々木公園。噴水でできた水煙の

カーテンと木々の枝が午後の陽ざしで浮かび上が

る。その下で遊ぶ幼い姉妹・・・。この当たり前の

日常を守りたい。

　この写真はおさなみ議員のホームページにカラー

で掲載しています。

　柏廃材処理センターが南部工

業団地で 2007 年 4 月の操業以

来、健康や作物等に大きな被害

を与えたため、周辺住民や市は

操業停止を求めてきた。そのた

めに市の全面的支援を受けて、

健康被害を受けた住民が国の公

害等調整委員会に「原因裁定」

を求めてきた（12 年 3 月）。

　しかし、同委員会は期待した

より高度な調査をすることなく、

住民の申請を棄却した。それは

公調委が申請棄却

柏廃材との因果関係認めず
揮発性有機化合物の発生源とし

て柏廃材だけではなく、他にも

発生源があるとしたこれまでの

調査結果を覆す発生源の特定が

できなかったためだ。このこと

を同委員会の調査に期待したが、

訴えた側が証明すべきだとの考

えを破れなかった。

　また、広範な健康被害が出た

ことで、柏廃材処理センター側

が慎重に操業することなどに

よって、揮発性有機化合物の排

出が抑制されたためか、原因特

定が困難になっていた。

　しかし、棄却したとはいえ、

同委員会は許可権者である県の

指導の下で施設等の改善を求め

ている。あきらめは禁物だ。

　世論の強い不安と反対の中、戦後の歩みを台

なしにして集団的自衛権行使に道を開く戦争法

が成立した。アベノミクスで目くらましをかけ

ながら、安倍自公政権は立憲主義や民主主義を

破壊する独断専横政権だ。

　憲法や世論を無視するなら、国政選挙で国民

の意思を明らかにしなくてはならない。来年の

参議院選挙で野党がバラバラで敗北すれば、選

挙制度や国会は本当に死んでしまう。

　問われているのは安倍政権だけではなく、野

党なのだ。「中異」を捨てて大同に就
つ

けるかどう

かが課題だが、政党任せではできない。市民一

人ひとりの政治への関心とひと手間が重要だ。

国政選挙で安倍政権を打ちのめす

一人ひとりの市民が主権者だと

　船形地先の第二の福祉ゾーン

に整備される障がい者にも対応

する特別養護

老人ホームは、

兵庫県内に本

部がある社会

福祉法人円融

会が進出する。

　90 床で開所

は 17 年 4 月

を予定してい

るが、施設用地は市が 30 年間

無償貸付けすることが決まった。

敷地面積は 8 千 m2 余で、有償

貸付けなら年 380 万円弱の地代

となる。

中根地区では70床で来春開所
　来年 4 月開設で準備が進んで

いる特養ホームは、中根地先で

社会福祉法人パルが運営する仮

称いきいきタウン野田。70 床で

11 月ごろから募集する見込み。

障がい者対応特養ホームは17年春開所へ


