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　右の表を見て欲しい。日経ビジ

ネスオンライン（日経ビジネス 1

月 25 日号）の「活力ある都市ラ

ンキング　働く世代 2 万人調査」

の結果、野田市は千葉県で最下位。

全国308市中277位となっている。

　これがビジネスパーソンから評

価された野田市の姿だ。それは「生

活満足度東葛一」をめざした根本

市長の 24 年間の結果であり、通

信簿だ。

　「全国学力・学習状況調査」で野

田市は全国最下位ランクと、学校

教育に不満をぶつける市長は、こ

の結果を見て我が身を振り返るの

であろうか。

　この調査は日経ビジネスオンラ

イン登録者を中心に昨秋行ったウ

エブ調査である。有効回答数は 2

万 2554 人。20 人以上の回答数が

あった自治体に限ってランキング

化したので、308 市が評価対象と

なった。

　調査項目は「住環境」「生活の

便」「仕事／経済的な負担／コミュ

ニ ティーとの関わり」という観点

から 47 項目を抽出。各市区の評

価を 5 段階で尋ねて加重平均を算

出し、その合計値を偏差値化した。

　47 項目の主な内容は「治安がよ

い 」「 昼

夜問わず

活気があ

る 」「 新

しい住宅

が 多 い 」

「 公 共 交

通機関が

充実して

いる」「保

育所や幼

稚園が充

実してい

る 」「 行

政 サ ー

ビスが充

実してい 

る」「公共料金が安い」「教育機関

が充実している」「商店街が充実

している」「地域コミュニティーが

充実している」「介護施設が多い」

などであった。

　ちなみに 1 位は武蔵野市の 71.3、

最下位は 41.1 であった。偏差値の

「平均（分布ピーク）」は 50。

　松戸市、柏市に続いて我孫子市

が新年度に甲状腺エコー検査を行

うことがわかった。

　星野順一郎我孫子市長の 26 日

の記者会見を報道した新聞各社の

記事を見ると、福島原発事故時に

18 歳未満だった市民を対象に、甲

状腺エコー検査と血液検査費用に

5 千円の補助をする。血液検査に

も補助するのは県内初。

　こうなると東葛地区の医師会が

必要性を認めないからやれない、

柏と松戸は市立病院でやっている

という根本市長の弁明はくずれた。

　我孫子市が来年度予算にこの費

用を盛り込んだ理由は、予算の新

規事業の意見公募を行った結果、

検査を求める 12 件の要望が寄せ

られ、市民の不安を取り除くため

に行うことにしたという。

　以前から我孫子市は政策の形成

過程の情報公開が大切としてきた

が、あらためて調べてみると、我

孫子市は予算編成方針やその編成

過程もホームページで公開してい

ることがわかった。その上で新規

事業の予算化について意見公募も

行っていた。

　しかし、野田市は予算編成方針

すらアクセスできない。情報提供

は市民参加の前提。野田市の後進

性が問われる。

順位 都市名 偏差値

7 浦安市 67.1

37 柏市 62.9

75 船橋市 59.9

75 印西市 59.9

77 成田市 59.8

79 流山市 59.6

86 千葉市 59.3

105 市川市 58.3

118 佐倉市 57.8

132 我孫子市 57.1

132 白井市 57.1

149 習志野市 56.4

166 八千代市 55.6

186 松戸市 54.8

195 鎌ケ谷市 54.2

248 木更津市 50.8

274 市原市 49.1

277 野田市 48.7

　活力ある都市ラン　 
　キング　県内順位

東葛一どころか  県内最下位　
日経「活力ある都市ランキング」で

根本市長の
通信簿

市長の言い訳通らない
我孫子も不安解消で甲状腺検査

またもや原発再稼働
安倍再稼働内閣を許すな
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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

　甘利明経済再生担当大臣が辞任

した。安倍晋三首相の側近中の側

近であり、疑惑報道後時間をかけ

て口裏を合わせ、言い逃れをする

のかと思っていた向きには、ある

意味驚きであったかもしれない。

　しかし、今回の事件はあまりに

も悪質。明らかな贈収賄疑惑であ

る。本来なら議員辞職の世論が沸

騰してもおかしくない。そうなら

ないのはなぜか。「ワルでも仕事

ができないよりまし」とか、「代

わってより悪くなれば元も子もな

い」というあきらめ感からか。

　しかし、主権者のそのあきらめ

感がとんでもない社会を招くこと

になる。

　折も折、民主党の文字ポスター

（右）が悪評にさらされている。ポ

スターには大きく「民主党は嫌い

だけど、民主主義は守りたい。」と

打ち出し、下に小さく「そんなあ

なたへ。すぐに信じなくてもいい。

野党として、止める役割をやらせ

てください。」と続く。

　なぜそれなら野党結集の軸とし

て安倍政権を止めよう、集まろう

といえないのか。こんな覇気のな

い野党第一党だから安倍政権がや

りたい放題になるのだ。

　キッコーマンが醤油や豆乳など

の製品の安全対策で行っていた動

物実験を現在行っていないと回答

した。

　これは NPO 法人動物実験の廃止

を求める会（以下、求める会）が

行っていた、「キッコーマン：醤油

や豆乳のために動物を犠牲にしな

いで！」キャンペーンの成果であ

る。同キャンペーンのネット署名

（「change.org」）に当号外編集部メ

ンバーも署名していた。

　すでに求める会が提出した公開

質問状にキッコーマン株式会社が

11 月、現在は商品の安全性確認に

おいて生物学的試験が必要な際、

動物実験代替法を活用し、動物実

験を行っていないと回答した。

　その確認のため、求める会が再

度質問したところ、1 月になって

医薬品原薬については法で定めら

れた試験を外部委託で行う場合が

あるが、他の製品では行っていな

いとの回答であった。

　医薬品は求める会が行っている

動物実験の範囲外であるため、最

終的に目的が達成されたとして

キャンペーンを終了したものだ。

　キッコーマン株式会社は CSR（企

業の社会的責任）のグローバル規

範の一つである「国連グローバル・

コンパクト」に日本企業として初

めて署名し、CSR に真摯に取り組

んできた企業とされているが、こ

の件に関しては対話を拒んでいた。

　しかし、「change.org」によるオ

ンライン署名キャンペーンが多言

語で広がり、瞬く間に 7 万 8 千件

の署名が集まったことで、同社は

公開質問状に対応することになっ

たと思われる。

　求める会はこれまで化粧品会社

などに動物実験をやめるよう働き

かけてきた実績があった。

企業・団体献金は即廃止せよ
大臣辞任で済ませるな

キッコーマン  動物実験していない

ネット署名で回答引き出す

　家庭用電力も選択ができるよう

になり、テレビコマーシャルなど

も活発に行われている。

　電気は質が変わらないのでどこ

が安いかに目がいく。しかし、せっ

かく安く発電しても電気料金の 4

割は送電線の使用料のため、値段

はそう変わらない。もちろん月に

500 円程度安くなることはあるが、

客引きで短期間安くしているので

長期契約だとお得感が薄れる。

　したがって何よりも原発を持た

ず、放射能廃棄物を出さないク

リーンな会社以外選択肢はない。

まさかこのまま東電はないよね
電力
自由化


