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ボタンに誘われるミツバチ （4 月 24 日撮影）

　新年度の予算を決めた 3 月議会。もう一方の課題は 6 期 24 年間

の根本崇市長の進退でした。おさなみ議員が質問通告する中、市長

は自ら勇退を表明しました。それは野田市の停滞が原因でした。

　おさなみ議員は停滞の一途を

たどる野田市の現状打破には新

風を吹き込む必要があると考え

ました。そのため、野田市に対

する外部評価を突きつける以外

にないと質問を準備しました。

　そのために感覚的な評価と

データを基にした評価が必要と

調査しました。前者は日経ビジ

ネス誌のネットアンケートによ

る「活力ある都市ランキング  

働く世代 2 万人調査」、後者は

東洋経済新報社の『都市デー

タパック』発表の「全都市住

みよさランキング」でした。

　前者では県内評価基準数

以上の回答のあった 18 市中

最下位。後者はかつて東葛一で

あったにもかかわらず 6 市中 5

位（県内 25 位、全国 528 位／

全国 790 市＋ 23 区全体）となっ

ていることを突きつけたのです。

　これまで　「全国学力・学習状

況調査」で野田市は全国最下位ラ

ンクと市民から不安を受けてい

ましたが、実は市政そのものが同

じ状況だったということです。

　24 年前に根本崇市長誕生の時

はその人脈と政策で野田市を良

くしてくれると期待されました。

しかし、結果は逆でした。おさ

なみ議員は一般質問でなぜなの

か、次の市長にその教訓を語る

べきと迫りましたが、自己否定

となりかねないと思ったのか答

えませんでした。

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1　東葛各市の住みよさ推移野田市の停滞明らか

その教訓こそ引き継ぐべき
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議会
陳情
発議

陳情等の表題
鈴木
有

遠藤
達也

2014 年
3 月

発議「即時原発ゼロ」の政治決断を求める意見書 × ×

2015 年
6 月

陳情 沖縄の声に共鳴して地方自治の堅持を政府に求める意見書提出を求める陳情 × ×

発議 危険なオスプレイ配備計画の撤回を求める意見書 × ○

発議 沖縄の米軍辺野古基地建設工事の中止を求める意見書 × ×

2015 年
9 月

陳情 緊急に介護報酬の再改定を求める陳情 × ×

陳情 安全保障関連２法案の廃案を求める意見書採択についての陳情 × ×

2015 年
12 月

発議 TPP 協定書作成作業からの撤退と調印中止を求める意見書 × ×

発議 社会保障制度の改悪をやめるよう求める意見書 × ×

2016 年
3 月

発議 社会保障費削減の撤回を求める意見書 ― ×

表2　最近の議会の採決に見る有力予定候補2人の政治姿勢
　　＊）鈴木有氏はこの間議長で採決に加わっていない場合もあり、同氏が所属する政清会の表決結果を記
　　　　している。なお3月議会は途中で辞職しているので評価なしとした。

　市長選挙が迫っています。す

でに 4 氏の立候補表明がされて

いますが、新社会党など野党と

一部与党、さらに市民が連携で

きる候補者はまだ出ていません。

　現在市内各地にのぼり旗を立

てている有力 2 氏はいずれも議

員辞職して市長選挙に備えてい

ますが、一言でいえば保守系の

若手とベテラン。表 2 のように

政治的思考はほぼ同じです。「ア

ベ政治」にはどのような立場か

聞いてみたいものです。

　違いといえば、若さと個人的

人気か、旧来の地盤を背景にし

ているのかということでしょう

か。

　ただ、問題は刷新か継続かだ

けではなく、前ページのような

現状をどのように変えるのか、

何を充実させるのかという政策

構想がないことです。それでも

選挙では具体的な政策論議を期

待したいものです。

　なお、市長選挙後の議会は 7

月 11 日開会です。

　17 年度から 7 年間、南部保育

所と尾崎保育所の運営管理を、

株式会社を指定管理者とする議

案が賛成多数で決まりました（新

社会党のおさなみ議員は反対）。

　最近保育士不足が叫ばれてい

ます。なぜか。それは賃金が安

く仕事がきついからです。介護

職場でも同じですが、月額賃金

は平均より 11 万円も少ないの

です。そのため、幼児期の子ど

もの発達を保障する保育ではな

く、とにかく預かればよいとい

う実態に流されています。

　野田市でも公立保育所 10 ヶ所

のうち 7 園が指定管理者によっ

て運営されています。これとは

別に 2 カ所が廃止されて民設民

営に切り替わっているのです。

　民間にまかせるメリットは経

費削減。その額は年間で南部保

育所は 4,600 万円、尾崎保育所

が 2,700 万円（2012 年 9 月議会

の文教福祉委員会での答弁）です。

　このしわ寄せが保育士の賃金

や労働条件にいきます。その結

果、清水保育所（指定管理者は

株式会社こどもの森）では 2013

年度末に 9 人もの保育士が辞め、

14 年度初めは混乱を起こし、そ

れを市の担当課が知らなかった

という大問題が起こりました。

　子どもの幸せな成長を保障す

べき保育行政の劣化を許すわけ

にはいきません。

保育の質劣化は避けられない民間委託

しわ寄せは子どもと保育士へ

市長が変わるせっかくの機会でも

政策的な議論が乏しい市長選前哨戦
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憲法集会でデモ行進するおさなみ議員（前列右）

陳情
第１号

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

不採択
賛成少数

陳情
第２号

市議による悪質行為に関する陳
情

不採択
賛成者なし

陳情
第３号

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

採択
全会一致

陳情
第４号

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

採択
全会一致

発議
第１号

社会保障費削減の撤回を求める
意見書

否決
賛成少数

　陳情1号は議会に提出することによってデジタ
ル文書公開が行われることになりましたが、デジ
タル閲覧は不可だと不採択。2号は議会外の個人
的な問題のため議会で審議できないと賛成者なし。
　発議1号は国政課題のため、自民系と公明党な
どの反対で否決。陳情1号も自民系と公明党など
の反対で不採択でした。

市民陳情や議員提案議案結果

　3 月議会でのおさなみ議員の

一般質問は 6 項目。その要旨を

紹介します。

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

をめざしてきましたが、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

含めて質問しました（1 面参照）。

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、16 年度から学校

施設のエアコン化が始まります。

それに伴って財政のプライマ

リーバランスが崩れます。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きました。

③公契約条例改正について
　時給などの下限額を市が決め

るのではなく、第三者機関の労

働報酬審議会を設置して決める

ことや、土木建築などの請負の

場合の労務単価下限額を基準の

85％から 90％に引き上げるよう

求めました。

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％にします。そ

の具体策について質問しました。

⑤学校の部活動について
　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、

適正化に向けた方策について質

問しました。

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

しました。

　今年度は中学校、来年度は小学校とそれぞれ
全校にエアコンが設置されます。二学期制をや
るなら当然です。しかし、市長は国の補助がな
いと財政的に困難だと進めませんでした。
　それを動かしたのは猛暑のあとの2013年 9
月議会の市民陳情でした。全会一致で採択され、
議員もおさなみ議員をはじめ4人が一般質問し
ました。その結果、市長も校舎等の耐震補強工
事終了後に行うと言わざるを得ませんでした。

今年度から学校にエアコン

おさなみ議員の一般質問

長期政権交代に力注ぐ
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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

　憲法を守る義務を課せられて

いる総理大臣が立憲主義を無視

して憲法解釈を勝手に変える。

その行き着く先は戦争ができる

国、人権より国（権力者）の都

合優先という日本社会です。そ

こではグローバルな大企業と資

産家だけが笑って、貧困と格差

の拡大や社会保障が不安定にな

るのは火を見るより明らかです。

　昨年憲法違反の戦争法が成立

しましたが、それを廃止させる

国会をつくるスタートともなり

ました。明文改憲を問う参議院

選挙は目前です。

　新社会党も「野党は共闘・市

民 も 共 闘 」

で、千葉選

挙区では小

西ひろゆき

氏（民進党・

現 1 期、写

真 上 ）、 比

例区は福島

み ず ほ 氏

（ 社 民 党・

現 3 期、写

真下）を支

援します。

暮らしと憲法のあり方を問う参院選

アベ政治を許さない野党と市民の共同

5月 3日憲法集会で・東京都有明

　今年度予算は中学校のエアコ

ン設置工事の財源捻出のため、

「義務的経費を除いて一律 10％

カット、単独事業 30％カット、

需用費は 5 ～ 10％カット」で予

算を組みました。

　それにもかかわらず、市長や

議員などの特別職も人事院勧告

に沿ったボーナスの加算（０．

１ヶ月）を市長が提案し、議会

は賛成多数で可決しました。

　おさなみ議員などは事業の縮

小や人件費削減のために民間委

託を進めている中で特別職、とり

わけ非常勤の議員のボーナス増

は認められないと反対しました。

財政困窮時に議員のボ－ナス上げるな

　熊本地震が続いています。野
田市議会は早々に議員一人1万
円等の義援金を決めました。
　問題は中央構造線上で地震が
頻発していることです。その東
西の延長線上には稼働中の川内
原発と稼働準備中の伊方原発が
あります。
　阪神淡路大震災が起こった95
年以来震度7の大地震はこれで
4回目。間違いなく日本は地震
の活性期に入っています。
　それでも原発は安全と稼働を

止めないのは無責任の極みです。
そこまでして原発利権を守ろう
というのでしょうか。健康や命
より目先のカネを大事にするア
ベ政治はやめてもらうしかあり
ません。

中央構造線地震大国日本は原発廃止を

ふざけるな !!! カネ優先のアベ政治


