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おさなみ議員のホームページは写真自慢！　osanami fc と入力してください。 

　おさなみ議員は 4 日、議長に対

して野田市新総合計画審査のため

の特別委員会の設置について検討

するよう申し入れた。

　当日議長は千葉県後期高齢者医

療広域連合議会出席のため議会を

出た直後であったため、居合わせ

た議会運営委員会委員長に趣旨を

話し、議会事務局職員に手渡した。

　すでに本号外の 1540 号で特別

委員会設置の必要性を訴えたこと

を受けとめ、最大会派の政清会は

近隣市議会の動向を調査し特別委

員会設置に向けて動いている。

野田市新総合計画審査のための特別委員会の設置に

ついて

　市民の福祉向上に向けての議会運営に敬意を表し

ます。

　さて、１２月議会では来年度から１５年間の新総

合計画案の提案が予想されます。この案は４年間に

わたり市民参加の下で総合計画審議会が検討と手続

きを重ねて答申したものです。パブリックコメント

にかけられた素案は表紙も入れて１４３ページとい

う大部となっています。

　また野田市の今後１５年間の計画という重みを考

えると一常任委員会で半日程度の審査というのは適

当ではなく、特別委員会を設置して数日かけて十分

審査することが必要だと思います。

　このようなことから野田市新総合計画の審査のた

め特別委員会を設置すべきだと思いますので、議会

運営委員会で検討いただきたく申し入れます。

　 計 画 素 案 143

ページ、それに付

随する策定に向け

た市民アンケート

78 ページ、市政や

まちづくりに対す

る要望意見79ペー

ジと膨大な資料を

読み込み、議論す

るには特別委員会

設置は必須だ。

　申し入れた文書

は右の通り。

　 内 閣 支 持 率 18 ％、 不 支 持 率

59％。

　これはＴＰＰ大筋合意を受けて

日本農業新聞が農政モニター（農

業関係者が主）に世論調査を行っ

た結果である。衆議院で農協法改

正が可決した 7 月調査のちょうど

半分の支持率に急減した。ＴＰＰ

に関する国会決議に反していると

する割合は実に 69％に上る。さら

に分析すると農業経営が悪化する

とみる回答者の内閣支持率はわず

か８％。

　大手マスコミは画期的とか食料

品価格が下がるなどのキャンペー

ンをしているが、農家は肌身で農

業破壊と感じている結果だ。

　それはコメの価格が 40 年前の

水準以下で（1974 年生産者米価

全国平均 13,709 円／ 60Kg）であ

り、現在 15,000 円を切ると赤字

という。賃金はこの間 7 倍程度に

なっている。

　このように憤るのは山形県新庄

市でつや姫などを減化学肥料・減

農薬の特別栽培米として生産する

農家だ。

　安倍政権は当座しのぎで農業対

策を打ち出そうとしている。もち

ろんその費用は税金だ。ここにも

もうけはグローバル大企業とその

投資家、その穴埋めで税金のばら

まきという構図が鮮明だ。

　消費者である国民は生活苦の中

で食料品が安くなるのではと期待

しているのかもしれないが、添加

物や遺伝子組み換え食品の規制緩

和などによる安全・健康問題こそ

注目しなければならない。もちろ

ん、農産物だけではなく、国のか

たちを変えるアメリカンスタン

ダードが押しつけられる。

　大筋合意など吹っ飛ばせ。

農業関係者は安倍内閣を見限る

12月議会の焦点は次期総合計画
慎重審査のため特別委設置へ動き

ＴＰＰ大筋合意後支持率半減18％

19日10時半からいなげや
前で戦争させないキャン
ペーン！ご参加ください。
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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

　柏市がこの 7 月から甲状腺エ

コー検査の補助（3,000 円）を始

めたが、その受診結果を先月末に

発表した。

　詳細は右の表のとおりだが、経

過観察と二次検査が必要とされた

のは受診者の 1 割にあたるという

異常な結果だ。やはり放射能雲が

頭上を通過した時の雨をはじめと

する影響は確実にあったとする以

外にない。

　しかし、野田市は要望する市民

や議会の声に対して、市は医師会

が野田市の線量からは直ちに健康

調査を実施する必要がなく、野田

市に健康被害があったという認識

はしていないという主張をくつが

判定 内容
今後の 

対応
人数

A1

結節（しこり）やのう胞（液

体が入っている袋のようなも

の）は認められませんでした。

経過観察

不要
61

A2

結節（5.0 ミリメートル以下）

またはのう胞（20.0 ミリメー

トル以下）を認めましたが、

日常生活に支障はありません。

経過観察

不要
95

B

結節（5.1 ミリメートル以上）

またはのう胞（20.1 ミリメー

トル以上）を認めたもの

経過観察 6

C
甲状腺の状態などから判断し

て、二次検査が必要なもの

経過観察

又は専門

病院紹介

11

合計 173

　柏市甲状腺エコー検査結果　7 月 1 日～ 9 月 30 日えせないとしてや

ろうとしない。

　もちろん、野田

市の放射線量は柏

市より低い。しか

し、野田市は「被

災者生活支援等施

策の推進に関する

基本的な方針の改

定（案）」及び「東

京電力福島第一原

子力発電所事故に

伴う住民の健康管

理のあり方に関す

る専門家会議の中間取りまとめを

踏まえた環境省における当面の施

策の方向性（案）」に対するパブ

リックコメントで、福島県民に限

るではなく、野田市のような汚染

状況重点調査地域も対象にすべき

だと主張している（不当にも施策

に反映されなかったが）。

　野田市はその理由として、「現

実的に野田市を始めとする汚染状

況重点調査地域の住民には、子ど

もの将来に不安を感じている方も

少なくなく、私費を投じて健康調

査を受診している」と述べている。

これらの主張は脱原発市民団体か

ら高く評価されている。

　先月 11 日、常総生協に事務局

を置く関東子ども健康調査支援基

金が、野田市総合福祉会館で甲状

腺エコー検査を行っている。まだ

結果は出ていないようだが、柏市

の事例は医師会を説得する材料に

なるのではないだろうか。

　これも 12 月議会の課題にしな

くてはならない。手遅れにならな

いうちに。

柏市補助の甲状腺検査で1割が要注意

野田市も医師会を説得して検査補助を

　「我々は移民を受け入れるより

も前にやるべきことがある。それ

は女性の活躍であり、あるいは高

齢者の活躍であり、そして出生率

を上げていくには、まだまだ打つ

べき手がある」と答えたのは安倍

首相。国連の一般討論演説でシリ

ア難民対策に 8.1 億ドル支援を表

明した後の記者会見で、海外記者

から「日本がシリア難民を受け入

れる可能性は？」と質問された答

え。何ともとんちんかんで恥ずか

しさの極みだ。

　しかし、恥ずかしいでは済まな

いのは日本に難民認定申請してい

る５千人。迫害を恐れて帰るに帰

れず、まともな職につけず、また、

いつ強制送還されるか不安な日々

を過ごしているのだ。

　事実、14 年度に難民と認定され

たのはわずかに 11 人にとどまっ

ている。これが積極的平和主義を

標榜する安倍政権下の現実だ。シ

リア難民に対しても、政府は「紛

争を理由とした申請は難民の定義

外」として、昨年度 61 人のうち、

3 人しか難民認定していない。

　え！欧州が受け入れているシリ

ア難民は難民じゃないの？それ

じゃ、なんでシリア難民対策で

1000 億円出すと表明したの？ま

ともな議論ができない！

5千人申請で難民認定11人
排外主義的冷酷さは国益損なう


