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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。

　本年度中に答申が出る（前回

は 1 月）と目される交通政策審議

会の次期鉄道計画（東京圏におけ

る今後の都市鉄道のあり方につい

て）に、野田市駅までの鉄道建設

及び茨城県西南部への延伸（下妻

市、関東鉄道常総線大
だいほう

宝駅まで）

が位置づけられるよう署名運動が

始まった。

　なぜ答申とりまとめの今頃の取

り組みなのか、疑問がふくらむ。

交通政策審議会の動向が不利だと

の情報が伝わってきたのか、全力

を尽くしたというアリバイ作りな

のか。またもや市長の思いつきで

はないか。いずれにしても与党は

12 月議会で質問するだろう。

　署名は自治会回覧や街頭、野田市

のホームページからのオ

ンラインなどで行われる。

署名団体は「東京直結鉄

道を実現する会」だが、

実態は野田市であろう。

　今回の署名運動では流

山市がつくばエクスプレ

ス（以下、ＴＸ）開業前

と現在でどのように人口

や市民税が増えたか、一

方で野田市はどうなのか

という比較で、いかに鉄道がまち

づくりにプラスになるかを打ち出

している。

　しかし、本紙で何度も指摘して

いるように、流山市の場合ＴＸ沿

線には市街化調整区域という膨大

な開発空間があった。他方野田市

ルート１はＴＸとの直通運転
ルート2は乗り換えをそれぞれ想定
　　　イラストは野田市ホームページから

駅前への延伸では市内に開発余地

はほとんどない。すでに住宅や工

場で埋め尽くされているからだ。

　しかも野田市は現在の人口でも

鉄道の採算は取れると強調し、鉄

道と新規開発をリンクしようとし

ない。現在進めている野田市駅西

区画整理事業でも無関係。これで

は人口増や税収増につながらず、

文字通り自家撞着に陥っている。

　さらに市民に新たな負担はさせ

ないと大見得を切った鉄道基金の

積み立てもわずか 2 年間のみで、

平成 14 年度からできていない。

これが鉄道政策の現実である。

　春日部市の知人と比べると野田

市の水道料金は高い、高齢で基本

料金の水量は使わないので基本料

金の水量を少なくし、少しでも安

くしてほしいとの声を聞く。

　実際に調べてみたのが右の表

だ。料金は水道施設の建設年度等

の違いで異なるため単純な比較は

できない。また流山市のように低

使用量だと野田市より安いが、使

用量が増すと高くなり、標準的な

使用料の２カ月で 40 ｍ３だと野田

市より高くなる。しかし、野田市

水道部は莫大な内部留保を持って

おり、工夫すべきだ。

自治体 口径
基本

料金

基本料金 

水量

18 ｍ３ 

料金

30 ｍ３

料金

40 ｍ３

料金

野田市
13mm 2960

20 ｍ３ 2960 4010 5060

20mm 3700 3700 4750 5800

流山市
13mm 2073

10 ｍ３ 2194 3736 5248

20mm 2872 2993 4536 6048

春日部市
13mm

1700 16 ｍ３ 1940 3380 4880
20mm

水道料金比較
　　2カ月単位で料金単位は円

注）流山市の

場合、小数点

以下は切り捨

てた料金表示

としてある。

なぜいま直結鉄道署名か
場当たりにもほどがある

野田市の水道料金を比較した

長南議員の訪朝報告
が本紙3面で今週か
ら2週続けて連載中
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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

　政府の行政事業レビューでオリ

ンピック・パラリンピック便乗予

算がチェックされ始めた。東日本

復興予算でも便乗予算が大きな問

題となった。

　今回まず取り上げられたのはメ

ダリストに渡すブーケ（花束）を

ネリネ（ダイアモンドリリー、ヒガ

ンバナの仲間）で作ろうという農

水省予算。今年は 2200 万円、来

年度概算要求は 1 億円だという。

　ネリネはポピュラーではないが、

寒さに少し弱いことを除けば病害

虫対策などの手間もかからず、花

持ちがよく、鮮やかな色と花びら

の輝きはすばらしい。私もだいぶ

前に交配して種から育てた経験が

あり、現在も咲かせている（写真

は白花品種、オレンジレッドの品

種は私のホームページに掲載）。

　今回なぜ問題だとされたのか。

それはオリンピック開催の夏は球

根だけとなってネリネは休眠中

で、開花するのはちょうど 10 月

から今頃。オリンピック開催時期

に合わせて咲かせるには生育期間

を変えなければならない。

　どうするのか。温度調節でネリ

ネの季節感を狂わせるのだ。それ

をあと 3 年ぐらいでや

るとなれば大変だ。し

かも、今年の 2200 万円

は会議費や資料作成に

ほとんど消える。球根

代はわずか 40 万円！

　だれが目をつけたの

かわからないが、確かに

紅白の色を合わせると

日の丸の色合いになり、

日持ちもする。ネリネ

が注目されてうれしい反面、そこ

までやる必要があるのか。ほかの

花で代替できるだろうと考えるの

が普通だ。官僚機構の予算をとっ

てそれを費消して何ぼという世界

は変えなければならない。しかも

米軍基地維持費やそれに伴う思い

やり予算は聖域だ。　　（長南博邦）

悪者はネリネではなく官僚機構だ
政府事業レビューでやり玉

　先日の訪朝で板門店への道沿い

でアパート等の各戸に太陽光パネ

ルが1枚ずつ付いているのを見た。

感心してつぶやくと通訳氏が太陽

光で発電して蓄電し夜に使うと説

明してくれた。その時は地方の電

力事情が悪いためかと思ったが、

そこまでは突っ込まなかった。

　しかし、アジアやアフリカで電

力の系統網（送電線網）がないと

ころ、かつ低所得の地方で、太陽

光発電によって電力需要を満たし

ているとの記事を日経新聞電子版

11 月 4 日付で見つけた。

　それによるとアフガニスタンで

はグラミンシャクティの取組で、

14 年度に 160 万世帯で電気が使

え、16 年度中に 200 万世帯に広

がる見込みという。このグラミン

シャクティはグラミン銀行のエネ

ルギー版と言われる。グラミン銀

行とはバングラディッシュにあり、

貧困層向けに少額の低金利・無担

保融資を行う金融機関であり、06

年にノーベル平和賞を受けている

脱資本家的銀行ともいえる。

　大規模な発電所や送電網がなく

ても、地域ごとに低利で融資を

受け、太陽光発電・蓄電システム

を構築して電気を使えるようにす

る。エネルギーの分散型、地産地

消の典型である。しかし、日本で

は 9 電力会社による地域独占。利

益優先の既得権勢力があり、時代

遅れになったいまでもその座を譲

ろうとしない。それが原発固執と

なって現れる。

　少なくとも民主的な政権のもと

に系統網を現在の企業から分離し

て、国が中心となって管理し再生

可能エネルギー中心に変えていか

なければ、日本は世界の異端児と

なるしかない。

　遅れているところこそ最先端に

なるという逆説。再生可能エネル

ギーで電力と雇用を生む地域版電

力共同体を今後の流れにしなくて

はならない。自治体も積極的にか

かわるべきだ。

地域分散型電力こそ未来志向
原発復活の日本は世界の異端児


