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　みずき4丁目に大規模物流セン

ター建設問題が起こったのは2006

年の夏。みずき地区のまちづくり

の趣旨に反する高さ50ｍなどの

巨大な物流センター2棟の建設計

画が明らかになったのだ。

　もともとその場所は住宅地と調

和する研究所的な施設を誘致する

場所だった。しかし、第2種住居

地域という点にのみ目がいって、

野田市は物流センターをダメだと

規制しようとしなかった。

　当然、当該地区の住民のみなら

ず周辺住民の反発は強く、動きも

素早かった。経緯を知る議会も与

野党を問わず批判的となった。

　その後、広範な反対署名活動や

批判的なテレビ報道もあり、議会

は大規模物流センター建設反対連

絡協議会から出された請願をもと

に、「大規模物流センターの建設

計画の白紙撤回を求める決議」を

全会一致で議決した。その年の12

月議会であった。

　その後、当該地区は住民参加で

地区計画を変更し、用途地域はそ

のままだが、戸建て住宅建設に限

定する用途制限をかけた。その結

果、建設事業者からＵＲ都市機構

が土地を買い戻した。

　現在その土地は道路や下水道な

どの整備に入っており、200区画

の戸建て住宅用地に生まれ変わる

のは来年6月。

　当初の市長判断をくつがえした

住民運動と議会の連携の成果で

あった。

みずきの物流センター元予定地が来年 6 月生まれ変わる

200 戸の住宅用地造成中

期日
開議予

定時刻

会議

予定
主な内容

２日

水
10時

本会議

（開会）

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

17日
(木 )

10時

予算審

査特別

委員会

平 成 28 年 度

各会計予算の

審査

18日
(金 )

22日
(火 )

25日

(金 )
10時

本会議

（閉会）

委員長報告、
質 疑、 討 論、
採決

3月議会日程（予定）

　2013年 8月から15年度にかけ

て平均6.5％、最大10％の生活保

護費がカットされた。この悪政を

実施するために自民党とその政権

は何をやったのか。

　生活保護費削減のきっかけと

なったのは12年 5月の国会質問。

自民党の片山さつき参議院議員が

取り上げるとともに、ブログで拡

散した内容は、年収が数千万円あ

る人気お笑い芸人の母親が生活保

護を受けている、必死で親族を扶

養している国民は何と思うかとい

うことだった。

　しかし、この芸人は安定して収

入が得られてからは福祉事務所と

相談し、仕送りをしていた。その

金額が妥当か否かはあるだろうが、

生活保護制度では「扶養」は要件（絶

対条件）ではない。したがって不

正受給ではなく人権侵害そのもの。

　制度を知りつつ片山議員はなぜ

このように取り上げたのだろう

か。実は 12年 4月に自民党は生

活保護プロジェクトチームで、生

活保護費10％削減を提起している

のである。片山議員は生活保護の

不信をあおり、削減への水先案内

人の役割を果たしたといえる。

　12年 12月に政権復帰した安倍

自公政権は翌月10％削減を閣議決

定した。これが彼らのやり方だ。

生保削減の政治手法

憲法25条の権利が委縮

安倍首相の狙う緊急
事態条項はナチスの
全権委任法に匹敵!!!!!!
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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

　ハローワーク立川で一人の非常

勤職員の雇用契約が更新されな

かった（雇止め解雇）。6年間務め

てきたＡさんは、「他にいい人が

いた」との一言で14年 3月で雇

止めになったのだ。

　納得いかないＡさんは一人で裁

判に立ち上がった。ハローワーク

側はＡさんの仕事は「補助的」で、

「１年限りの臨時的業務」と主張

する。しかし、職業紹介業務につ

いている職員のうち、臨時的業務

についているのは全国で 13,000

人余で、正規職員の2倍を超える。

ハローワークの窓口業務はほとん

どが臨時職員といってよい。

　安定した職業を紹介する職員が

不安定労働者とはこの国の雇用の

現実を示しているといえるし、国

の主張である「一年限りの臨時的

業務」が継続されていること自体

が違法状態にあることを示す。

　ところでＡさんは刑務所出所者

の就労支援において、担当の常勤

職員がいない中で立川拘置所との

間で、「早期就労のためのプログ

ラム」を構築していた人材である。

それがひとことで雇止めにあう。

　Ａさんは言う。「ハローワークに

は様々な問題を抱えている方や、

不本意な退職・失業で自信を無く

している求職者が多く訪れます。

彼らの質問に応え、相談に応ずる

にはそれなりの人生経験や専門的

知識が必要」なのだと。

　実際、日本も批准しているＩＬ

Ｏ88号条約「職業安定組織条約」

は第9条で、職業安定組織の職員

は「身分の安定を保障される公務

員でなければならない」とされて

いるのだ。

求職者に応じる職員が不安定雇用

職安雇止めに抗して裁判中

数字で見る国際労働基準
　加盟国数　185

　条約の数　189

　　（うち撤回5、棚上げ25）

　勧告の数　202

　　（うち撤回・置き換え37）

　日本の批准条約数　49

　加盟国の平均批准条約数　43

　OECD諸国の平均批准条約数　74

　批准しても内容は国際水準以下

というのは上述のハローワーク裁

判で明らかにした通り。しかし、

下の一覧を見ると、ＩＬＯ条約の

批准数も先進国中最低水準。例の

公契約条約も批准していない。

　そもそも経営者の圧倒的有利な

ところに安倍政治が追い打ちをか

ける。憲法上、労働者は働く権利

を持っている。同時に働く義務を

負っているが、それはブラック企

業で体も心もボロボロになるまで

の義務ではない。働き方は法律や

労働組合の力で守られるのだ。

　憲法 12条では「憲法が保障す

る自由及び権利は、国民の不断の

努力によって、保持しなければな

らない」と規定したうえで、その

方法として団結権や団体交渉権、

スト権、つまり労働組合をつくり、

交渉する権利を認めている。

　労働組合がなければつくる努力

をし、労働組合が労働者を第一に

考えるように変えることが必要だ。

　大企業が最大利潤を得られる世

の中をつくろうとする安倍首相は

憲法が嫌いなのだ。占領軍がつくっ

たというのは口実にすぎない。

　沖縄県内の子どもの貧困率が

29.9％に上ることが都道府県で初

めてとなる沖縄県の調査でわかっ

た。2012 年時点の全国平均は

16.3％だから約２倍。また、ひと

り親世帯の貧困率は58.9％で、全

国より4.3ポイント高い。

　その一方、経済的にきびしい家

庭に学用品や給食費を補助する就

学援助の周知が足りず、貧困でも

就学援助を受けていない割合は小

学 1 年が 57％、小学 5 年 52％、

中学2年45％に上った。

　下のグラフは中2の貧困層の調査

で、「経済的な理由で食料を買えな

かった経験」　。沖縄タイムス電子版
　　　　　　　　　1月29日から

全くなかった
50％

時々あった
19 ％

まれにあった
22 ％

無回答 1 ％
よくあった  8 ％

沖縄県の子どもの貧困  全国の 2 倍

国際労働基準以下！ 団結して改善を


