
新社会
週
刊

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-10  三辰工業ビル３F    Tel.03-6380-9960  Fax.03-6380-9963

発行所 :新社会党

振替00140-0-149727 １ヵ月600円〒164円　１部150円〒41円

http://www.sinsyakai.or.jp/
E-mail/honbu@sinsyakai.or.jp

2015年号外
野 田 市 版12月8日

新社会党へのご連絡は長
おさなみひろくに

南博邦 ℡ 7125-2627  E-mail hiro-osanami@tbf.t-com.ne.jp週刊新社会号外 1546号 第三種郵便物認可

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。

日程 氏名 会派

10 日 

木

鶴岡 潔 政清会

中村 あや子 公明党

小椋 直樹 民主連合

織田 真理 共産党

長南 博邦 新社会党

11 日 

金

舩橋 繁雄 みん清ク

小室 美枝子 市民ネット

遠藤 達也 無所属会

栗原 基起 新しい風

小俣 文宣 政清会

14 日 

月

吉岡 美雪 公明党

滝本 恵一 民主連合

星野 幸治 共産党

古橋 敏夫 政清会

邑楽 等 政清会

表1　一般質問日程と議員名

表2　委員会日程
委員会 日程・開会予定

総務委 15 日・火　10 時

環境経済委 15 日・火　13 時

建設委 15 日・火　上記終了後

議会運営委 15 日・火　上記終了後

文教福祉委 16 日・水　10 時

基本構想審

査特別委

16 日・水　上記終了後

17 日・木　10 時

　おさなみ議員が指摘した通りの

展開になっているのはとんとんみ

ずき橋の裁判。

　見込みとは、押し問答をやめて

訴訟に移れば早期に裁判長は和解

を勧めるので、とんとんみずき橋

の再築が早まるというもの。

　昨年 5 月に野田市はＵＲ都市機

構を相手に再築を求めて訴訟を起

こした。今年 10 月、裁判長から

和解による解決が望ましいとの見

解が示された。これに対して野田

市は 11 月に現段階での和解は受

け入れられないと回答。ＵＲ都市

機構も同じ立場という。

　これに対して、裁判長は来年 1

月 20 日の次回期日で裁判所とし

ての和解案を提示すると表明。

　もちろん和解案が出ても受け入

れなければならないということは

なく、予断はできないが再築が視

野に入ってくる可能性が出てきた

といえよう。

とんとんみ
ずき橋裁判 裁判所が和解案提示へ

　一般質問を通告した議員は表 1

に見る通り 15 人。全会派勢揃い

のため、おさなみ議員は初日の最

後という不利な定位置だ。焦点の

市長の進退は後継者確定なら表明

もあり得るが不明。なお、市長選

挙の日程は最終日に選管から予定

として発表されるのが通例だ。

　おさなみ議員の質問は下記の通

り。

１　個人情報保護条例について

①条例と運用の齟齬とは何か

② 65 歳以上の名簿の警察への提

　供に関して停止請求と、不停止

　決定に対する異議申し立てはそ

　れぞれ何件出されたのか。これ

　らの請求等に対して市長はどう

　受け止めているのか

③条例第 9 条利用及び提供の制限

　と警察への名簿提供との整合性

　について

④不停止決定の根拠と理由につい

　て、他

２　情報提供について

　市長への手紙等の市民の声とそ

　れに対する市の対応と報道発表

　資料のホームページ掲載を求め

　る

３　補助金見直しについて

　監査委員から指摘を受けている

　補助見直しについて

４　甲状腺エコー検査について

　野田市に検査実施や検査費用助

　成を求める

５　障がい者福祉について

①「仮称・船形福祉施設サルビア」

　の施設の内容について

②障がい者団体からの要望と対応

　について

新社会党
集中労働相談開催

　12 月 12 日・土
　　　14 時～ 17 時
　Tel 04-7125-1647

一般質問議員は15人

市長の進退表明は先送りか

おさなみ議員は個人情報保護など5点

議会傍聴は簡単。
ぜひ傍聴を



週刊新社会号外　野田市版 1546号 1988年 1月 18日第三種郵便物認可

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

　移動販売車による「まごころ便」

はパルシステム委託による営業だ

が、補助金支出は 3 年間に限って

いた。その期間が今年度で終了す

るが、現状では独立採算で運営す

るのは困難な見通しという。

　当初は国道 16 号線の東側の買

い物不便地域を周回していたが、

採算性が低く、今年度から利用者

の少ないところをやめ、川間地区

と南部地区の市街地の一部もまわ

る新コースで運営してきた。

　その結果、昨年比で 20％の売上

増となったが、一日の売上額９万

6,000 円の目標（採算ライン）に

は遠く及ばない 6 万円弱。

　これに対して市は来年度も補助

する方針を示した。もともと需要

が少ないために公的支援はやむを

得ない面は否定できない。しかし、

3 年間の補助と大見得を切った市

長の甘さは批判されるべきだ。

移動販売  赤字脱却できず補助継続へ

　長年の要望で期待を集めて 14

年 4 月に開設されたばかりの重度

心身障がい児（者）施設、東葛医

療福祉センター光陽園（柏市酒井

根）が経営難に陥っているという。

　医師と看護婦が集まらず、定員

80 人に対して 30 人しか受け入れ

できないためという。光陽園の前

身は医療機関であり、医師確保に

は自信を持っていたはずである。

　建設時に県と東葛 6 市が補助し

たが、運営費補助は行わないはず

だった。野田市は新たな補助はし

ないとの立場だったが、つぶすわ

けにはいかないため、他市と足並

みをそろえて今回限りの支援をす

ることになったという。

　補助額は 599 万 6 千円。今回限

りとする担保はどうとるのか。補

正予算審査で議論すべきだ。

光陽園 医師不足で定員割れ経営悪化

　昨年兵庫県尼崎市で開かれた公

契約条例セミナーで講師として参

加した根本市長は、参加者からの

期待を受けて来年は野田市で開催

と発言。

　以来、野田市開催をめざして調

整していたが、ついに 12 議会の

補正予算にも計上できなかった。

　野田市開催という地理的条件の

せいかわからないが、がっかりさ

せられる。なお、昨年度のセミナー

は民間主催であった。

野田市  公契約条例集会開催断念

　辺野古のキャンプ・シュワブの

門前活動で、他の二人とともにふ

たたび山城博治さん（沖縄平和運

動センター議長）が逮捕された。

山城さんはがんの闘病から復帰し

て抵抗活動の先頭に立っていた。

　県警は甘いと警視庁の機動隊を

投入してまで新基地建設を強行

し、民意を体現して抗議する県民

を排除する姿勢はおぞましい。

　一方で名護市議会の野党 2 会派

11 人は全国の市議会と区議会に

辺野古基地建設促進の意見書提出

を求める陳情を郵送している。名

護市議会のホームページのトップ

には「未来を担う子供たちのため

に素晴らしい名護市を残したい！

そんな願いを叶えるため私たちは

頑張っています」とある。彼らの

行動はこの誓約に真っ向から反す

る。

　野田市議会に郵送された陳情書

によると、普天間基地の危険性の

除去が原点であり、名護市の過去

三代市長（現市長は反対）と、２

代の県知事が移設について国と協

議し合意してきたとある。

　しかし、受け入れに転じた名護

市の比嘉鉄也市長は 97 年 12 月の

住民投票で、受け入れ反対多数の

民意を無視して受け入れ表明し、

直後に辞任しているのである。

　沖縄県の仲
な か い ま  ひ ろ か ず

井眞弘多知事も反対

を公約して再選されたが、政府の

圧力に屈した。その前職の稲嶺知

事の受け入れ条件、新基地の 15 年

限定使用も反故にされている。野

田市議会は市外からの陳情は参考

配布のみで審査しない慣例である。

　沖縄県民を分裂させようという

試みに対して、沖縄県内の新基地

建設に反対する約 20 団体は「オー

ル沖縄会議」を 14 日に結成する。

名護市議会野党が全国に基地建設促進陳情
ここまでやらせる黒幕こそ問題


