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市長選挙結果   投票率 40.03％
候補者名 得票数 得票率 %

鈴木　有 25,680 52.51 

遠藤達也 14,346 29.33 

高梨　守 7,087 27.60 

工藤由紀 1,795 3.67 

市議補選結果
木名瀬宣人 19,484 40.51 

谷口早苗 8,415 17.50 

松本昌子 7,718 16.05 

寺田　聖 7,139 14.84 

池田利秋 5,337 11.10 

　24 年ぶりの新人同士の争いと

なった市長選挙は予想通り鈴木有

氏の当選となった。予想を上回っ

たのは高梨守氏の健闘である。逆

に言えば遠藤達也氏の敗因は 2 年

前まで同じ議会会派だった高梨氏

らの支援を受けられず、逆に競合

されたことが大きい。

　投票率は前回（34.75％）より上

がったとはいえ、40.03％に終わっ

た（表 2）。原因は候補者に対す

る期待度の低さであろう。現在よ

りも野田市が良くならないだろう

という声が漏れ聞こえ、選挙戦で

盛り上がったのは各候補陣営のみ

だった。

　期待度の低さを現すという点

表 1　選挙結果

表 2　投票率の推移

で、投票率ワースト 3 に浅間地区

自治会館（ワースト 1、木間ケ瀬

地区）と、関宿支所（ワースト 3、

木間ケ瀬地区）が入っていること

を忘れてはならない。どちらも有

権者が 3,500 人前後で、関宿地域

では有権者数 1、2 位を占める投

票所である。これは合併後の地域

の停滞感の表れと受け止め、今後

の市政運営に生かさなくてはなら

ない。

　そう考えると選挙では絶対的な

現職の存在で、選挙の関心が薄れ

て低投票率となっていたこれまで

と異なり、新人同士でも低投票で

あったことは、各候補者に対する

期待が弱かったと率直に認めざる

を得ない。もちろん、

期　日
開議予定

時刻

会議

予定
主な会議内容

7 月

５日 ( 火 )
未定

議 会 運

営 委 員

会

提出議案、請願・陳情

の概略説明、会期日程

表（案）に基づく定例

会日程の検討、提出議

案、請願・陳情の付託

先の検討等、その他

11日(月) 10 時
本 会 議

（開会）

会期の決定、議案上程、

市政一般報告

19日(火) 10 時 本会議 議案質疑、委員会付託

20日(水)

10 時 本会議 一般質問21日(木)

22日(金)

25日(月)
 未定

常 任 委

員会
議案等の審査

26日(火)

29日(金) 10 時
本 会 議

（閉会）

委員長報告、質疑、討

論、採決

表 3　6 月議会日程・予定

選挙年 投票率 特徴

16 年 40.03 新人 4 人立候補

12 年 34.75 現職に新人 2 名挑戦・根本市長６選

08 年 40.26 保守分裂、現職に新人 3 名挑戦・根本市長５選

04 年 32.45 現職に共産新人挑戦・根本市長４選

市民派・革新勢力の力量の弱さも

大きな要因である。

　そう考えると、今後議会が市政

の両輪として存在感を示せるのか

が重要な点となる。市長におんぶ

に抱っこと映る議会から脱皮でき

るのかが問われている。

　市長選挙のために変則的になっ

た６月議会は７月 11 日から始ま

る（表３）。

市議補選は各市長陣営２名が当選
　定数２の市議補選

は木名瀬宣人氏と谷

口早苗氏が当選し、

それぞれ市長選挙に

立候補して失った議

席を回復することに

なった。民進党候補

は出遅れもあったが、運動が見え

ず共産党候補の後塵を喫した。

　なお、今回の選挙で供託金没収

点（市長選では有効投票数の 1/10

の得票）に達せず、供託金を没収

され、公費負担も受けられなかっ

たのは工藤由紀氏一人だった。

市長に鈴木有氏が初当選
野田市の浮揚に問われる力量
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　許可が更新されると思われてい

たモンサント社の除草剤、グリ

ホサート系農薬（商品名ラウンド

アップ）に待ったがかかった。欧

州委員会が使用許可を否決したの

だ。

　ラウンドアップはモンサント社

の主力商品であり、ラウンドアッ

プ耐性を持つ遺伝子組み換え種子

とセットで売り込む世界戦略、モ

ンサント型農業に狂いを生じさせ

ることになる。

　これは発がん性の疑いがもたれ

ているラウンドアップに対する署

名サイトの A
ア バ ー ズ

vaaz

の 異 議 申 し 立 て

キャンペーンの結

果だ。世界で 200

万人を超える署名

を集めて欧州各国や欧州委員会に

働きかけていた。

　Avaaz の主張は農薬散布をやめ

ろというものではなく、独立機関

で 18 か月の期間を取ってモンサ

ント型農業を調査してほしいとい

うものだ。

　食品の原料記載の制限や遺伝子

組み換え作物の栽培の自由化が進

められようとしているＴＰＰなど

論外であろう。写真は Avaaz サイ

トから。

欧州委  ラウンドアップ使用許可否決

除草剤に発がん性の疑い

　憲法 9 条は幣
しではら　きじゅうろう

原喜重郎首相（当

時）の発案！ 2 月 25 日の報道ス

テーションで憲法学者木村草太氏

が語り、6 月 12 日付の東京新聞

がその関係資料を日米独の市民ら

がユネスコの世界記憶遺産に共同

申請したと報道した。

　それらによると当時、幣原首相

は原爆による巨大な災禍を経験

し、戦争になれば交戦国の都市は

灰燼に帰すと考え、マッカーサー

ＧＨＱ司令官に憲法に戦力不保持

を盛り込むよう提案したという。

　幣原氏は軍拡に向かう世界を前

に自ら武器を捨てる歴史的使命を

日本が果たすべきだが、ＧＨＱか

ら示されたことではないと実現は

困難と考え、マッカーサーに進言

したとの経緯を 1951 年に故平野

三郎衆議院議員に語り、平野氏は

その記録を 64 年、内閣の憲法調

査会に提出した。

　押しつけ憲法論に一石を投じる

申請だが、安倍政権の意向と異な

るこのユネスコ申請に対し、文科

省等はどう出るのか楽しみだ。

憲法9条は幣原首相の発案!!

　3 期目を目指した前回選挙で、

デマ攻撃と油断から 57 票差で惜

敗した石井俊雄長生村前村長（右

写真）が、14 日告示・19 日投開

票の村長選挙に立候補する。

　当初 2 期目の現職に挑戦しても

当選はむずかしいとの見方を、仲

間を励まし、行動し続ける石井さ

んがそれを跳ね返した。

　4 月になって村に 3 園ある保育

所を廃止して巨大な認定こども園

を建設することや、学校給食の自

校調理方式をやめ、学校給食セン

ターを建設するという二大争点を

掘り起こし、急速に現職を追い上

げている。

　住民の権利に関わる重大なこと

を住民に一切知らせずに実施計画

に乗せるという、住民不在の行政

運営に怒りと不安の声が高まった

からだ。

　これに対して現職の小高陽一村

長は 6 月議会で、計画は決まって

いない、白紙と言い逃れたが、す

でに自らの後援会ニュースでやる

と明言した事業である。来年度か

ら国の補助を

受けて 3 年間

で建設する事

業がこの時期

に白紙のはず

はない。選挙

で現職が勝て

ば住民の支持を得たと強行するの

は間違いない。いよいよ本番であ

る。

長生村長選挙が面白い

二大争点明らかにし現職急追


