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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。

期日
開議 

時刻

会議

予定

主な会議

内容

２日・水 10 時
本会議 

（開会）

会 期 の 決

定、議案上

程、 市 政

一般報告

９日・水 10 時 本会議

議案質疑、

委 員 会 付

託

10 日・木

10 時 本会議 一般質問11 日・金

14 日・月

15 日・火
未定

常任委

員会　

議 案 等 の

審査16 日・水

21 日・月 10 時
本会議 

（閉会）

委 員 長 報

告、 質 疑、

討論、採決

表 1　12 月議会日程（予定）

新総合計画案の審査があり、最

終的には 26 日の議会運営委員

会で確定。

　12 月議会は今月 25 日告示、12

月 2 日開会、21 日閉会の日程で

開かれる（表 1 参照）。

　焦点の一つは来年 6 月の市長

選挙に対する市長の進退表明であ

る。すでに質問すると意気込んで

いる議員もおり、与野党とも市長

の進退をただすことになるだろ

う。市長の引退表明があれば一気

に候補者選考が浮上する。

　焦点の第 2 が来年度からの新総

合計画案である。特別委員会でしっ

かり審査することが期待される。

　市長の市政一般報告や議案提案

理由、そして具体的な議案は告示

日の 25 日午後に示される。

　おさなみ議員は①補助金交付団

体の保有資産と補助見直しについ

て、②甲状腺エコー検査の実施に

ついて、③船形地先の障がい者対

応の特養施設の機能についてを現

在温めている。

　野田市が 7 月から 9 月にかけて

行った水切りおよび生ごみ減量方

法のアイデア募集結果が発表され

た（結果は市のＨＰで見られる）。

　それによると 49 人から 56 件の

アイデアが出され、水切り方法 32

件、生ごみ処理容器活用 8 件、食

生活の改善や調理方法について 5

件、その他 11 件となっている。

　野田市は新清掃工場建設に当た

り、工場周辺の環境負荷の緩和と

費用削減を図るためにごみの 30％

削減を打ち出している。それには

可燃ごみの 50％を占めている水分

をどう減らすのかがポイントの一

つとなっている。

　そのため生ごみをたい肥化等で

処理するために分別することも考

慮されている。しかし、それを全

市民対象でやるとなると時間と経

費が掛かりすぎる恐れがある。そ

のため一人ひとりができる簡便策

がないか模索中だ。

生ごみを土にしてから回収
　その他の項で面白いものを見つ

けた。生ごみを自宅でたい肥化し、

それを利用しない家庭から市が回

収するものだ。

　一定のたい肥化後なら回収の回

数は大きく減る。回収して市が一

定水準まで堆肥化するには、面積

は必要だが施設はほとんどいらな

いのではないか。もっともこれに

対応できる家庭には最低 2 個のコ

ンポスト装置が置ける場所が必要

かもしれないが。

　①については監査委員が指摘し

ているもので、補助金交付団体が

資産を形成し、毎年同じように市

から補助金を受けなくてもよいの

ではないかというものだ。

　②の甲状腺エコー検査について

は柏市の結果が出て、東葛地区の

放射能ホットスポットからくる不

安を取り払うために、野田市でも

検査が必要ではないかとただす。

　③については障がい者団体から

出ている要望への対応など、どの

ような機能が検討されているのか

質問する。

おさなみ議員の一般質問予定

生ごみ減量方法アイデアに56件応募

12月議会は来月2日から
市長は進退を明らかにするか

「アベ政治を許さない」
タグまだあります。
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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

　韓国で大統領が歴史教科書を国

定にしようとしている問題で、女

子高校生が 10 月中旬に繁華街で

一人デモをしていると話題にな

り、youtube でその動画が配信さ

れている。写真はその一部分を切

り取ったものだが、4 分程度の動

画は必見に値する。

　「大統領　我々は正しい歴史を

学びたいのです」「大統領　我々

は歴史をとらえる見方はどうして

一つなのですか　歴史教科書の国

定化に反対します」という手づく

りのプラカードを持っ

て、授業が終わったあ

と夕方 5 時から 8 時ま

で一人で立っている。

　なぜかと問われた彼

女は、「私が行動した

からといって何も変わ

らないかもしれません

が、最小限私の良心を守ろうとい

う趣旨で一人で行動を起こすこと

になりました」と語る。

　その後、この一人デモは高校生

の国定教科書反対の大きなデモに

発展している。ご覧になりたい方

はインターネットの yuotube（ユー

チューブ）のサイトで、「女子高

生の一人デモ」と入力して検索す

ると出てくる。

韓国の高校生一人デモが社会を動かす

教科書で歴史の歪曲押しつけを許すな

　戦争法廃止を求める 2 千万人署

名が始まっている（別紙にチラシ

と署名用紙）。これまで同じ目的

でも署名運動がバラバラに行われ

てきたが、今回は安倍政権の立憲

主義破壊、憲法違反の戦争法制強

行に対して運動が一つになった。

ぜひご協力をお願いします。

　戦争法制ばかりではなく、労働

者派遣法も消費税増税も国民の多

数は安倍政権のやり方に反対だ。

しかし、1 強多弱の国会、いや自

民党内でも安倍独裁感が強まって

いる中では国民の声は届かない。

　「餅を食えば忘れる」とうそぶ

く政治姿勢を変えるために、この

署名で運動を持続させ、さらに来

夏の参院選で野党系がまとまって

与党に痛打を浴びせましょう。

戦争法反対！2千万署名始まる
最後は選挙で与党に痛打を

さらに100年苦しめる基地を辺野古につくらせない

　卑劣な内部分断と法をものとも

しない強権で、辺野古の基地建設

を強行しようとする安倍政権。

　ついに民意に基づく知事の権限

を奪う代執行の訴えを起こした。

しかも提訴先の福岡高裁那覇支部

の裁判長を、成田空港裁判などで

国寄りの判決を下した判事に代え

ているのだ。

　三権分立の保障が、憲法 76 条

で「すべて裁判官は、その良心に

従い独立してその職権を行い、こ

の憲法及び法律にのみ拘束される」

とされているにもかかわらず、そ

れはすでに建前に過ぎない。裁判

官はその多くが上命下服の司法行

政官僚と化しているといわれる。

　また米軍基地に隣接する 3 自治

区に、政府は基地建設に賛成だと

して法の根拠もなく補助金を支出

する。しかし、3 自治区のうち 2 区

長は条件付き容認を否定。1 区長も

誰も基地が来てほしいというもの

はいないと説明した。いずれも補

助金は見返りではなく地元と関係

なく進めている工事の代償だとい

う。政府のいうことは嘘ばかり。
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