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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。

　市長の勇退が確実になった 3 月

議会初日、市長選を巡って大きく

動いた。

　まず、鈴木有議長が議事に入る

前に議長を辞任した。理由は新年

度は当番制の千葉県市議会議長会

の会長職を野田市が担うことにな

り、6 月の議長交代では途中で会

長が変わることになるのでそれを

避けたいということだ。

　もちろんそれを信じるようでは

政治家ではない。すでに庁内では

鈴木有議員が市長候補に決まった

と広がっていた。案の定、6 日に

鈴木有議員が政清会の支援を受け

て市長選挙に立候補することを表

明し、9 日の議会で辞職した。彼

が目ざすのはこれまでの市政を引

き継ぎ、「元気で明るい家庭を築

ける市政」だという。

　鈴木議長辞意表明の後、議会は

それに同意。すぐに議長選挙が行

われた。野党グループにもすでに

議長辞職の情報が入っており、準

備をしたが数の力にはかなわず、

新議長は中村利久議員が当選した。

　この結果、議会改革で追求して

きた議長選挙における立候補制と

それに伴う所信表明は早くても次

期市議選後からとなってしまった。

　議長に就任した中村議員が議会

運営委員を務めていたため、欠員

が出ることになり、同じ政清会か

ら鶴岡潔議員が選任された。

期日
開議予定

時刻
会議予定

主な会議

　内容

15 日・火

10 時　
環境経済

委員会　

議案等の

審査

13 時　
総務委員

会　

16 日・水

10 時　
建設委員

会　

建設委終

了後　

議会運営

委員会

13 時　
文教福祉

委員会　

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

表1　今後の議会日程

　そして市長が市政一般報告と議

案説明の最後で今季限りで勇退す

る旨の発言があった。

　市長はこれまでの市政を振り返

り到達点に触れ、鉄道誘致も困難

が予想された答申盛り込みに良い

感触を得、政策的に言ってきたこ

とについてはほぼ出来上がり、も

しくはめどが立ったので、新総合

計画が 28 年度からスタートする

この時期を切りの良いタイミング

と考えたと勇退の理由を述べた。

　閉会後に開かれた環境経済委

員会では中村利久委員長が議長

になったため、民主連合の小倉

良夫議員が委員長に就任した。

　議会 2 日目の 9 日は本会議

で議案質疑と委員会付託の日程

だったが、初めに鈴木有議員が

市長選挙に立候補するためとの

理由で議員を辞職。兼任してい

た千葉県高齢者医療広域連合議

員の空席を巡って選挙が行われ、

議長の中村利久議員が当選した。

　市長選挙ではすでに立候補表

明をしている遠藤達也議員が市

政一新をめざし、12 日に総決起集

会を興風会館で開いている。彼が

いつ議員辞職するか不明だが、す

でに 1 名の欠員ができたため議員

補欠選挙も行われる。

　他方、民主連合、そしておさな

み議員など議会少数派、市民派も

第 3 の候補擁立を目指して動い

ている。また、前回立候補した高

梨守元議員も立候補の機会をうか

がっている。

市長勇退で動き始めた市長選
鈴木有氏も立候補表明

市民派も第３の候補擁立へ

市長が自画自賛の勇退の辞

＊市長選・市議補選の立候補予定
者説明会は 4月 27 日 ( 水 )13 時
30分から市役所8階大会議室で。

憲法 9 条と 25 条
を活かす政治を！
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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

　12 日午後、憲法を活かす会など

が松戸駅東口で戦争法廃止 2000

万人署名運動を行った。当日は聖

徳大学の卒業式と重なり、帰り道

の親子連れの 3 人がまとめて署名

するなど反応は良かった。

左から記念講談の神田香織師匠、週刊新社会で辛

口のコラムを 9 年も連載している辛
し ん  す ご

淑玉さん。そ

して新社会党結成 20 周年の記念レセプションの

司会の役得で一緒に乾杯したおさなみ議員。

　前回参議院選挙のように自民党

に 2 議席を与えてはならないと、

「未来を決める千葉の会」（吉野信

次代表）が戦争法廃止を求める現

職議員と新人予定候補者に公開質

問状を出したのは既報の通り。

　それに対して小西洋之参議院議

員（44 歳、民主党）と浅野史子氏

（45 歳、共産党）が回答を寄せた。

回答を検討した同会は二人を推せ

んすることにした。

新社会党は小西氏支持
　新社会党千葉県本部は別途小西

議員と話し合い、戦争法廃止など

当面の大きな政治方針で合意し、

支援することを決めた。何として

も安倍政権の暴走を止め、衆議院

に続いて参議院で

も改憲勢力に 2/3

の議席を与えては

ならないからだ。

　また、新社会党

は社民党と政策協

定を結び、比例区

は社民党（千葉県

では福島みずほ参

議院議員）を推せ

んする準備を進め

ている。社民党は

政党要件を継続で

きるか否かの瀬戸

際で後退を許され

ない状況に追い込まれている。

　なお、小西洋之参議院議員につ

いては市民ネットワーク・千葉県

や社民党も推薦ないし支持を決め

ている。

（二人の回答が必要な方はおさなみ
議員までメール等で連絡ください）

　3 月議会に提出されている市民

からの陳情は 4 本。

　第 1 号は「情報公開制度におけ

る電磁的記録文書の閲覧及び写し

の交付方法に関する陳情」で、紙

に限っている公開方法をデジタル

でも出してほしいというもの。

　第 2 号は「市議による悪質行為

に関する陳情」は遠藤達也議員を

議会で問責してもらいたいという

もので、同じ市民から同種の陳情

は 3 回目。これまではすべて不採

択となっている。

　第 3 号は「市政メールが原則

１カ月以内をめどに回答という高

いサービスレベルで運用されてい

る事実を積極的に市民に向けてア

ピールするよう求める陳情」とい

うネット社会ならではの陳情だ。

　第 4 号は「情報公開制度にお

いて不服申し立ての応答時間に一

定の目標を設定するよう求める陳

情」は、たとえば情報公開に不満

で不服申し立てをしても審査会の

答申に時間がかかり、住民監査請

求の期限に間に合わないとの問題

がある。そのため応答には一定の

期限を設けて欲しいというもの。

　なお、議会運営委員会で審査す

る陳情第 2 号を除いた陳情は総務

委員会で審査される。

　また、これらの陳情は現在議会

のホームページでその内容をみる

ことができるようになっている。

参院千葉選挙区で自民2議席を許すな
未来を決める千葉の会が小西、浅野両氏を推せん

市民からの陳情は 4 件  議会ＨＰに掲載

　安倍内閣の支持率も共同通信世

論調査（2 月 21、22 日調査）で

は、前月より 7 ポイント下がり

46.7％、不支持率は 3.6 ポイント

増えて 38.9％。平和と暮らしを壊

す安倍政権にノーを！

松戸駅で戦争法廃案2000万人署名活動


