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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 1610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 順位 通告者 　会派

10 日

（木）

1 染谷信一 政清会

2 中村あや子 公明党

3 石原義雄 民主連合

4 織田真理 日本共産党

5 長南博邦 新社会党

11 日 

（金）

6 舩橋繁雄 みん清クラブ

7 小室美枝子 市民ネットワーク

8 栗原基起 新しい風

9 小俣文宣 政清会

10 椿　博文 公明党

14 日 

（月）

11 滝本恵一 民主連合

12 星野幸治 日本共産党

13 山口克己 政清会

14 小椋直樹 民主連合

表1　一般質問通告者一覧

　野田市議会が 3 日開会した。市

長は市政一般報告と議案提案説明

の最後に、6 月の市長選挙に立候

補しないことを明らかにした。

　市長の交代は野田市にとっても

時代の変わり目をはっきり認識さ

せることになる。今後は過去

のものとなった経済成長を前

提とした「ミニ東京」づくり

からの脱却と、新たなまちづ

くり手法が焦点になるべき市

長選挙に目が向かう。

指標 07 年 08 年 09 年 10 年 13 年 14 年 15 年

住みよさ 411 325 373 297 454 465 528

成長力 205 173 193 241 277 469 371

民力度 371 340 300 382 304 429 393

財政健全度 138 187 199 203 211 231 267

表3　野田市の指標ごとの全国順位推移

　1607 号 の 表 中 一

部数字が違っていた

ので訂正します。表

中ゴシック体で記さ

れている 3 か所です。

　なお、おさなみ議

員は一般質問時に理

解を助ける資料配布

を予定しています。

東葛６市
15 年 07 年

指数 順位 指数 順位

流山市 53.29 74 50.12 363
柏市 52.58 134 53.09 100

我孫子市 50.39 346 50.01 381

鎌ケ谷市 49.90 399 47.85 598

野田市 48.76 528 49.72 411

松戸市 48.55 554 48.72 515

表 2　東葛各市の住みよさ推移

　おさなみ議員の一般質問は 10

日（木）の最後。おそらく 15 時

半以降と思われる。今回目いっぱ

いの 6 項目。読み上げるだけで 30

分はかかってしまう。

①なぜ東葛一からワースト級へ
　その第一は市長が都市間競争の

考えの下、生活満足度東葛一をめ

ざしてきたが、結果はその逆。東

洋経済新報社の「全都市住みよさ

ランキング」など外部評価を

使って、なぜこうなったのか、

今後の政策の方向性を含めて

質問する。

②財政悪化の兆しとその対策
　学校耐震化など遅れていた施設

整備が進み、新年度から学校施設

冷暖房化が始まる。それに伴い、

野田市財政のプライマリーバラン

スが崩れた。今後の不安材料と

なってい

る債務管

理につい

て見通し

を聞く。

③公契約
条例につ
いて
　時給な

ど の 下

限額を市

が決める

のではな

く、労働

報酬審議

会を設置して第三者機関で決める

とともに、土木建築などの請負の

場合の労務単価下限額を 85％から

90％に引き上げるよう求める。

④新耐震改修促進計画の達成手段
　について
　新耐震改修促進計画では木造住

宅の耐震化率を、現状の 72％を

20 年度に 95％にする。その具体

策について問う。

⑤学校の部活動について
　特にスポーツ部活におけるやり

過ぎが生徒の学業や健康、教員の

健康や授業準備等に与える影響に

対する認識を問うとともに、適正

化への方策について問う。

⑥学校図書館について
　一日に 15 分しか自主的な利用

時間が限られている（部活に取ら

れて）現状の改善と学校図書館の

利用の向上について質問する。

おさなみ議員の一般質問概要

根本市長が議会初日に勇退表明
一人に頼らない新しい野田市へ

新社会党 20 周年記

念全国大会終わる。
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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

何なんだよ日本。
一億総活躍社会じゃねーのかよ。
昨日見事に保育園落ちたわ。

どうすんだよ私活躍出来ねーじゃねーか。
子供を産んで子育てして社会に出て働いて税金納めてやるって言ってるのに

日本は何が不満なんだ？
何が少子化だよクソ。

子供産んだはいいけど希望通りに保育園に預けるのほぼ無理だからｗって
言ってて子供産むやつなんかいねーよ。

不倫してもいいし賄賂受け取るのもどうでもいいから保育園増やせよ。
オリンピックで何百億円無駄に使ってんだよ。
エンブレムとかどうでもいいから保育園作れよ。
有名なデザイナーに払う金あるなら保育園作れよ。
どうすんだよ会社やめなくちゃならねーだろ。

ふざけんな日本。
保育園増やせないなら児童手当20万にしろよ。

保育園も増やせないし児童手当も数千円しか払えないけど少子化なんとかし
たいんだよねーってそんなムシのいい話あるかよボケ。

国が子供産ませないでどうすんだよ。
金があれば子供産むってやつがゴマンといるんだから取り敢えず金出すか子

供にかかる費用全てを無償にしろよ。
不倫したり賄賂受け取ったりウチワ作ってるやつ見繕って国会議員を半分位

クビにすりゃ財源作れるだろ。
まじいい加減にしろ日本。

　上記の文は「保育園落ちた死ね

日本」というブログである。衆議

院予算委員会で取り上げられた。

　おさなみ議員もかつて労働組合

運動で税金を払える賃金をよこ

せと会社に迫ったことがあるとい

う。それは現在蔓延しているワー

キングプアの姿だ。税金も社会保

険料も払えない労働者の存在は、

日本社会の持続性が失われている

ことを示す。

　このブログでも現在日本が問わ

れている論点が見える。保育所の

不足に対して総花的にあれもこれ

も政策があるが、一つも解決しな

い現状。育児や教育にカネがかか

る一方、それを個人の努力で済ま

せてしまう社会。このブログの書

き手はツイッターで「保育士の待

遇を上げて保育園を増やし待機児

童がゼロになるよう願います。保

育園落ちたけど。」とも書き込み、

保育士の待遇問題に触れている。

　ひるがえって野田市はどうか。

3 月議会の市政一般報告で市長は

大要次のように述べている。2 月

1 日時点の待機児童は 52 人、待

機児童を含む保留者数＊は 219 人。

その反面、分園新設で 54 人、既

存保育所の 7 園の定員増で 70 人

増える。当然卒園者もいるからミ

スマッチはあっても待機児童はい

なくなるのかと思う。

　ところがそうではなかった。4

月から母親が育休明けで職場に復

帰するフルタイム常勤の夫婦の 2

人の子どもが入所できないのだ。

しかも空きがあった下の 1 歳児も

入所できず、なぜそうなるのか。

入所申込時に説明もなく、落ちた

際の問い合わせにも不親切で、夫

妻は怒りまくっている。2 次受付

発表の3月下旬まで気が抜けない。

野田市でも待機児童
手続き改善必要

＊保留者：待機児童であるが、親が

　育休中とか求職中などの家庭の子

　は保留者とされる。　


