
無料行政・法律相談　上記の連絡先にいつでもどうぞ　　弁護士や議員が対応します

週刊新社会号外　　野田市版１６０２号　　２０１６年１月発行　　　　　　1988 年 1 月 18 日第三種郵便物認可

12月議会
レポート

野田市議会議員・新社会党　長
おさなみ ひろくに

南博邦

 おさなみ 議会報告
事務所　野田市山崎貝塚町４４－３　TEL/FAX 7125-2627

　　　　　　E-mail hiro-osanami@tbf.t-com.ne.jp

　　　　　　ホームページ　http://osanami.web.fc2.com/

　　発行所　新社会党　発行者　松枝佳宏
〒 101-0051
　東京都千代田区神田神保町 2-10 三辰工業ビル３階
            Tel 03-6380-9960  Fax 03-6380-9963
　振替 00140-0-149727　１ヶ月 600 円〒 160 円 1 部 150 円〒 40 円

野田市版１月号外

新社会

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

週
刊

　12 月議会は 2016 年

度から始まる15年間の

野田市総合計画基本構

想審議を軸に、議員 15

人の一般質問、市長提出議案18件、専決処分

認定1件、諮問2件、市民等の提出請願3件、

陳情7件（うち継続案件１件）、議員発議４件

が審議されました。

　長年の地元要望であった川間公民館建替え

事業（今年12月竣工予定）が始まります。

　6月に改選期を迎える市長の

進退も焦点の一つでしたが、市

長は明らかにしませんでした。

すでに 6期 24年間市政を担っ

てきましたが、市長が公約で目

ざした「生活満足度東葛一」ど

運
河
の
ア
オ
サ
ギ　

１
月
撮
影

　東京直結鉄道（地下鉄８号線）

も、コウノトリ事業も市民の新

たな負担はないと、市長が大見

得を切って始まりました。

　約50億円必要な鉄道財源は、

みずきのまちと座生三地区の区

画整理で増収となる、固定資産

税と都市計画税（平成27年度ま

での累計で約90億円）をあてる

とまで答弁（1999年 6月議会）。

しかし、その 3年後の 2002 年

度から新たな積み立ては停止。

残高はまだ4億円台です。

　しかも野田市駅に新線が開通

しても、それに伴うまちづくり

を行う余地がありません。人口

増を果たした流山市のつくばエ

クスプレス沿線とは環境が違い

過ぎます。

　また、新線開通によって野田

市は東京の商圏と化し、購買力

が吸い取られてしまいます。

　コウノトリ事業もゴルフ場か

らの財源でやると言いました。

しかし、その直後ゴルフ場運営

が破綻に瀕していることが明ら

ころか、停滞と閉塞感が蔓延し、

次期総合計画も東京直結鉄道と

コウノトリ頼みです。

　もちろん誰がやっても野田市

の再興は簡単ではありません。

しかし、そうであるからこそ24

年間の長期政権の閉塞感から脱

して、市政を再起動させる新し

い市長が必要です。勇退の決断

こそ最後の野田市への貢献です。

かになりました。近い将来財源不

足になる不安は尽きません。

　放鳥したコウノトリは遠く四

国や中国地方に飛び去ってしま

い、コウノトリのブランドを活

用する知恵もないのでは、何の

ための事業なのか疑われます。

市政の閉塞感は新市長で打開

目玉政策は誤算続き東京直結鉄道
コウノトリ
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　野田市の情報提供や情報公開

の後進性が問われています。

　おさなみ議員は報道発表資料

や、市民からの政策提言とみな

せる市長への手紙、市政メール

の公開を一般質問で求めました。

　しかし、報道発表資料は誤解

を招きかねないとの理由で拒否。

市長への手紙等の公開も拒否答

弁でした。

　これは近隣市で行われている

情報提供を否定する頑迷さです。

また、12月議会から議会提案議

案を市のホームページ上に掲載

するというので期待しましたが、

議案名と簡単な要旨だけ。先行

している近隣市や市議会の掲載

内容とは雲泥の差でした。

　情報公開についても、一部非

公開等に対する異議申し立て9

件のうち、6件が申立て後に即

公開、3件は第三者機関の判断

で公開となっています。

　非公開とした行政処分の後ろ

向きさには驚くべきものがあり

ます。

　野田市は警察への65歳以上の

氏名等の情報提供問題も改めよ

うとしません。少なくとも本人

が提供を拒否する場合はやめる

べきといっても聞き入れません。

　電話詐欺や交通事故防止にそ

れだけ効果があるというなら、

県内に広がっているのかと質問

すると、滋賀県警が取り組んで

いるという答弁しかできません。

　情報提供停止請求をした市民

に対して、行政手続法の扱いを

間違え、最高裁判例では野田市

が誤りとなることを指摘しても、

意に介さぬ答弁で終わりました。

知らせてとの陳情も不採択
　市民から警察へ情報提供して

いることを市報で市民に知らせ

るべきとの陳情についても議会

多数派は不採択にしてしまいま

した。

個人情報利用状態を知る権利
　自分の情報がどのように扱わ

れているのか知る権利を持つと

いうイロハも解さないのは驚き

ですが、そのような行政にマイ

ナンバーの扱いは任せられない

ので、マイナンバー関連の議案

3件についておさなみ議員は反

対しました。

警察への個人情報提供  県内で広がらず

市は異議申し立てに最高裁判例違反

　問題は起こりません。扶養控

除申請や確定申告、社会保険、

労働保険等に個人番号が記載さ

れていなくても受理されます。

企業も社員から提供を拒否され

マイナンバー記入しないと問題は？
ても罰則はありません。企業こ

そ社員の番号管理で大変な負担

を受けるのが現実です。

　個人番号は使わないことで制

度廃止に追い込みましょう。

　これまで管理運営が別になっ

ていた文化会館を、野田公民館

と中央コミュニティ会館とを一

緒にして指定管理者を決める議

案が出されました。

　来年度から5年間ですが、そ

こにあるのは 5年間で 2500 万

円節約できるということで、社

会教育施設をその目的に見合っ

た運営にしていくのかという視

点が弱く、低賃金労働者の温床

ともなり、おさなみ議員は反対。

新字名なみきに異論
　次

な み き お や の い

木親野井土地区画整理地区

とその周辺を新しい字名「なみ

き1丁目～4丁目」にする議案に、

おさなみ議員は反対しました。

　それは話し合いがつかない住

民の住所が新たな飛び地になっ

てしまい、野田市の方針と食い

違うためです。区画整理反対の

経緯もあり、話し合いが長引く

ことはわかっていたはずです。

低賃金の温床となる指定管理者制度

野田市は情報提供後進市
近隣市で際立つ後ろ向き姿勢

消費税軽減税率はまやかし。消費税増税と法人減税ストップこそ必要
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　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

んみずき橋再築の裁判。

　それはたがいの押し問答をや

とんとんみ
ずき橋裁判 裁判所が和解案提示へ

　（有）柏廃材処理センターの公

害問題について、野田市ガ国の

公害等調停委員会に求めた原因

裁定申請が棄却されました。

　しかし、その結論で施設から

排出される化学物質を付近住民

の苦情の一因としていることや、

施設や操業方法の改善を求めて

いるので、県による指導強化を

要請するとともに、改善が進ま

ない場合は次回の許可更新をし

ないように、被害者の会と市が

要望したと市長から報告されま

した。

　また、棄却された理由のひと

つに、調査が不十分とされてい

ることがあるため、柏廃材処理

センター敷地内や発生源とみら

柏廃材処理センター問題で

市や被害者の会が県に強く要望

れる施設周辺で、調査を実施す

るよう県に要望しています。

　しかし、県の動きが鈍いので

国に訴えたことを考えれば、要

望書を提出したからといって簡

単に事は運ばないでしょう。だ

からこそきびしい監視と粘り強

い取り組みが必要となります。

健康を守るために。

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

んみずき橋の再建築が早まると

いうものでした。

　一昨年5月に野田市はＵＲ都

市機構を相手に再築を求めて訴

訟を起こしました。早くも昨年

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

ています。その見解に対して市

もＵＲ都市機構も和解は受け入

れられないとの立場でした。

　しかし、裁判長は来年（つま

り今年）1月 20日に裁判所とし

ての和解案を提示する予定です。

　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、予断はできませんが

橋の再築が視野に入ってくる可

能性が出てきたといえます。

　買い物困難地域への移動販売車

「まごころ便」は生協パルシステ

ムへの委託事業ですが、補助金支

出は3年間限定、今年度で終了

です。しかし、現状では独立採算

で運営するのは困難です。

　今年度に巡回コースの見直し

をしましたが、それでも一日の

売上額は９万6,000円の目標（採

算ベース）にはるかに及ばない

6万円弱にとどまります。

　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

定できません。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です。

移動販売  赤字脱却できず補助継続へ

　おさなみ議員は2ページの情

報提供問題や個人情報問題の他

に、①監査委員からも改善を求

められている補助金行政見直し、

②原

発事

故に

よる

放射

能飛散に対する甲状腺エコー検

査実施、③障がい者対応の特養

施設、（仮称）船形福祉施設サル

ビアの施設内容と障がい者団体

からの要望についての計5点を

質問しました。

　①については改善を進めてい

るとの答弁でしたが、②につい

ては柏市や松戸市が行っていま

すが、医師会がその必要性を認

めないため、市が独自にやるわ

けにはいかない、各地の状況を

見るとの答弁の繰り返しでした。

③については前向きに進めてい

ることがわかりました。

おさなみ議員の一般質問

沖縄・辺野古新基地建設は民主主義破壊・原発再稼働などとんでもない
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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

アマサギの群れ（今上地区水田で）
シラサギ類では最も小型で、初夏から秋にかけて野田市にも飛来す
る。繁殖期に頭部から背中にかけて黄褐色（亜麻色）に変わる。

　左の写真は昨年の9月、「さよ

うなら原発・さようなら戦争全国

集会」会場の代々木公園でのひと

こまです。

　暖かな日差しが差し込む中、噴

水による水のカーテンのそばで無

邪気に遊ぶ姉妹。この子たちに平

和をつなげられるかどうか、今年

の参院選は正念場です。

　そして単に戦争のない状態だけ

の平和にとどまらず、当たり前に

働いて生活できる社会、貧困と格

差に苦しまなくてもよい社会が必

要です。国の内外でそのような世

界をつくっていこうとする憲法の

理想を実現するのが政治の本来の

務めです。

　野田市の議員として、新社会党

本部の書記長として今年も精いっ

ぱい頑張らせていただきます。

野田市議会議員　おさなみ博邦

　一面のアオサギにしても、

このアマサギにしても、湿地

の多い野田市には水鳥が多く

生息し、また飛来してきます。

　自然を豊かにし、それを観

光や農業の推進力にもしてい

きたいとは誰しもが思うこと

です。経済成長優先ではなく、

豊かな経済力を分配する仕組

みをどうつくるのか、ここに

こそ知恵を注ぐ時代ではない

でしょうか。


