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期　日
開議予定

時刻

会議

予定
主な会議内容

５日 ( 火 ) 10 時

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)
 10 時他

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2　6月議会予定

　新市長デビューの議会が始ま

る。際立つのは市政報告の少なさ

である。これまでの市政報告が膨

大すぎたといえばそれまでだが、

少なくても多弁の市長でないこと

は確かだ。

　議会には念願の中学校全校のエ

アコン設置事業請負契約がかか

る。全１１校のうち契約金額 1 億

5 千万円を超える 6 校分が議案と

して議会に上程される。

　すべて総合評価方式で、5 月 16

日公告、6 月 25 日入札となってい

るが、表1のように落札率は98．7％

以上。中には 100％もある。これ

では競争入札されているとは到底

思えない。

　 工 事 は

キュービク

ル（高圧受

電設備）工

事もあり、

工期がかか

るため、実

際にエアコ

ンが稼働す

るのは来年

夏。同様に

小学校全校の工事も来年度予定だ

が、実際にエアコンが動き出すの

は再来年夏からになる。

　そのほかに問題となる可能性の

あ る 条 例 改 正 案 は、

その是非がテレビで

取り上げられた公園

での火気使用を禁止

するものだろう。

　福田地区の利根川

中学校名 落札金額 予定価格 落札率
応札
者数

落札者

関宿 8540 8547 99.92 3 東葛工業

二川 10679 10680 99.99 3 嶋工務店

木間ケ瀬 11430 11440 99.91 3 創英建興

福田 12000 12060 99.50 3 古橋鉄工

東部 12100 12260 98.69 4 山本建設工業

川間 14050 14140 99.36 4 山本建設工業

第二 14500 14530 99.79 4 丸要建設

岩名 14890 15050 98.94 4 堀建設

南部 15550 15550 100.00 4 愛宕建設工業

第一 16000 16210 98.70 4 山本建設工業

北部 16200 16230 99.82 4 丸要建設

表 1　エアコン工事入札結果  税抜き金額は万円・落札率は％

そばの公園では、以前からキャン

プやバーベキューの後始末が悪

く、休日明けにごみの放置が大き

な問題となっていた。

　その対策として市内公園では火

気の使用を禁じようとするもの。

改正案についてはパブリックコメ

ントがなされたが、きちんと利用

してきたものがとばっちりを受け

る形になる。

　また、開発協会な

ど市の外郭団体の事

業報告と計画が提出

される。

　なお、水道事業会

計決算が提出されて

審査される予定。

さらには議員任期の 2

年を過ぎ、所属委員会や法定によ

る審議会委員選出（都市計画審議

会等）の変更、そしておそらく副

議長の交代も予想される。

　おさなみ議員の一般質問は当然

のことながら、新市長の政治姿勢、

公約に対する取り組みやその実現

性を中心にただすことになろう。

網掛け部分の契約が議案となる

市長交代の初議会　　所信表明や公約に注目

中学校のエアコン設置工事契約等が提案へ

おさなみ議員はまちづくり他で質問へ

いよいよ投票日 !!
一票の力を信じよう
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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

　自民党は野党時代の 2012 年 4

月、日本国憲法改正草案を発表し

た。それを受けて同年 5 月 10 日、

憲政記念会館で創生「日本」（安

倍晋三会長）が東京研修会を開い

た。映像は you tube で見られる。

　そこでは安倍晋三氏を支える自

民党国会議員は言いたい放題。ずば

り本音を語っている。一番びっくり

するのは第 1 次安倍政権で法務大

臣をやった長
な が せ

勢甚
じんえん

遠衆議院議員。

　彼は「戦後レジーム、敗戦体制

もいよいよここまで来たか。そ

れの象徴が民主党政権だと思いま

す。安倍総理が戦後レジームから

脱却と言われたときに、私も感

銘を受けて一緒に行動してきまし

た」と前ふりをしたのち、「国民

主権、基本的人権、平和主義、（中略）

この三つはマッカーサーが押しつ

けた戦後レジームそのものじゃな

いですか。この三つをなくさなけ

れば本当の自主憲法にならないん

です」とあいさつを締めている。

　ただ、改憲を目指す安倍晋三氏

は現在総理大臣である。そこまで

あけすけには語らない。しかし、

彼の抱くのは、権力者に逆らわず、

唯々諾々とつき従い、戦争もいと

わない国民像であり、反対・批判

勢力の存在意義を認めず、力で抑

え込もうとする。それはファシズ

ムの世界ではないだろうか。

　おまけにもう一つ。新藤義孝衆

議院議員はこう言っちゃってる。

　「尖閣、使っていきましょう。有

事利用しましょう」。この発言に

やんやの拍手が湧く。

　善隣友好外交なんて端
はな

から考え

ていない。危機を演出して世論を

武力行使容認に誘導しようとして

いるのは明らか。野党転落を機に

自民党は変わった。この東京研修

会で、会長の安倍晋三氏自らその

ように語っているのだから間違い

ない。「緊急事態条項」を入れよ

うとする「お試し改憲」の後に何

が来るのか。

　だからこそ、世論調査で「安倍

政権での改憲」反対が賛成を圧倒

する意味は大きい。しかし、選挙

でその世論が結果を示さなければ

安倍自公政権の暴走はやまない。

　憲法が第 10 章最高法規の第 97

条で、「この憲法が日本国民に保

障する基本的人権は、人類の多年

にわたる自由獲得の努力の成果で

あつて、これらの権利は、過去幾

多の試錬に堪へ、現在及び将来の

国民に対し、侵すことのできない

永久の権利として信託されたもの

である」と規定しているものを、

自民党憲法改正案では削除してい

る。11 条で言っているからそれで

十分と言い訳するだろうが、長勢

氏がいうように自民党の人権嫌い

がその底流にあり、今やそれを隠

そうともしない。

選挙こそ主権者の最大の出番
　そのような安倍自民党に改憲の

主導権を握らせてはいけない。私

たちの暮らしの前提は平和であ

り、それを守っている憲法を今度

は参院選で私たちが守る番だ。

　根本市長が退任する前日、65 歳

以上の高齢者名簿の警察提供をや

めると決め、報道機関に発表した。

　当然のことと言えばそれまでだ

が、「立つ鳥跡を濁さず」とはこ

のことか。自らの失政を放置して

は開会目前の議会で新市長が責め

られる。

　市長職 24 年、とにかく話題性

にあふれたというか、初物好きな

市長だった。

　しかし、肝心の野田市再活性化

の基盤づくりはうまくいかなかっ

た。就任早々打ち上げた愛宕駅西

口の基盤整備も区画整理事業から

買収方式に転換してやっと進んだ。

切り札にした鉄道政策も齟齬ばか

り。新市長の苦労が目に浮かぶ。

　今後は脱原発運動を続けるよう

なので期待したい。

高齢者名簿提供中止  市民運動が勝利

支配者が容認する範囲での人権 !!!

何でも使う危機演出の行く末は

国民主権、 基本的人権、 平和主義抹殺が自民党の本音

参院選で改憲のフリーハンド与えるな


