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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。

　開会初日の 11 日、中学校のエ

アコン工事契約 6 件が先議、可決

された。これは夏休み中に少しで

も工事を進めるためだ。それでも

工事終了は来年 2 月を見込んでお

り、中学校の冷房が使えるのは来

年の夏になる。

　なお、すでに議会承認案件（契

約金額 1 億 5 千万円以上）以外の

エアコン事業  入札の競争性向上を

　新市長のもとでの初の議会。ま

ず変わったことは市政一般報告と

議案提案説明が前市長時より半分

の長さになったこと。そのうえで

副市長と分担し、諸般の報告と議

案提案説明は副市長が行った。

　変わらないのは副議長が 1 年任

期のたらいまわしで、辞職と選挙

が繰り返されたことだ。せめて議

長同様 2 年は続けるべきだ。

　選挙の投票結果は西村福也議員

が 21 票で当選、おさなみ議員が

7 票で次点だった。

　ただし、おさなみ議員が提案し

ていた議長と副議長選挙の立候補

制と所信表明が議会活性化等検討

委員会で決まったため、今後具体

化されることになる。

　また、委員会所属の 2 年の更新

期にあたるため、おさなみ議員は

建設委員会に所属することになっ

た。委員会日程は表 2 のとおり。

5 件は工事準備に入っている。

　議案はすべて全会一致で可決し

たが、おさなみ議員は討論で、入

札に競争機能が働いておらず（全

契約平均は99.48％で100％もあっ

た）、来年度の小学校と幼稚園の

工事では入札の改善を求める意見

を付した。

　討論全文は次ページの通り。　

日程 順番 氏名 会派

20 日 

水

1 鶴岡　潔 政清会

2 吉岡美雪 公明党

3 小椋直樹 民進連合

4 織田真理 共産党

5 長南博邦 新社会党

21 日 

木

6 小室美恵子 市民ネット

7 栗原基起 新しい風

8 谷口早苗 無所属の会

9 竹内美穂 政清会

22 日 

金

10 滝本恵一 民進連合

11 星野幸治 共産党

12 邑楽　等 政清会

13 平井正一 政清会

委員会 日 開議
時間 議案数

総務
25 日 

月

10 時 議案 4 件
陳情 3 件

文教福祉 13 時 陳情 1 件

議会運営 上記終
了後 陳情 1 件

環境経済 26 日 

火

10 時 議案 3 件

建設 13 時 議案 1 件
陳情 1 件

表2　委員会日程

表1　一般質問日程

　一般質問は表１のとおり 20 日

から 22 日まで午前 10 時開会で始

まる。補欠選挙で当選した田口早

苗議員が登壇する。

　おさなみ議員は新市長の公約に

ついてなど下記のように質問す

る。

1）野田市に対する認識と公約に

ついて

　①野田市の現状認識について

　②地下鉄 8 号線の課題とその解

　決策、関宿方面への延伸提案に

　ついて

　③公契約条例の充実と保育士や

　介護従事者の待遇改善について

　④教育政策に対する認識につい

　て

　⑤保育所待機児童ゼロの内容に

　ついて

　⑥老人福祉施設と子ども館の清

　水地区への建設について

　⑦買い物弱者対策について

　⑧まめバス利便性向上について

2) 高齢者名簿提供について

新市長公約で長南議員が一般質問

議会冒頭繰り返された副議長選挙

市長の市政報告等提案は副市長と分担

平和と暮らし訴え、立
憲主義を回復させよう
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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

　私は議案第 5 号から第 10 号に

賛成する立場で討論いたします。

　私はだいぶ前からこのご時世、

学校のエアコン化をやるべきだと

主張し、とりわけ従来の夏休みに

食い込む 2 学期制の導入時は冷

房化が必要不可欠だと申し上げて

きました。もちろんほかの議員の

方々も発言し、また発言しなくて

も心から願っていたことでした。

ですから、大きな問題を抱えるこ

の議案に賛成するものです。

　その問題とは先ほどの本会議で

質疑した入札です。議案に入って

いない案件も含めて 11 件の工事

総額は税抜きの予定価格で 14 億

6697 万円。落札総額は税抜きで

14 億 5939 万円、落札率はなん

と 99.48％。100％という落札結果

もありました。しかも近隣 4 市に

地域指定を広げても参加してこな

い。これはもう強固な談合システ

ムがあって参入障壁が構築されて

いると受け止めざるを得ません。

この傾向は少なくとも学校耐震化

工事契約から続いています。

　今回も仮に落札率が 5％でも

7335 万円が節約できるのです。

おさなみ
議員の討論 競争入札を機能させろ

順位 候補者名 党派
得票数

野田市 千葉県

1 猪口邦子 自民党 14,564 760,093 

2 元栄太一郎 自民党 14,355 577,392 

3 小西洋之 民進党 9,511 472,219 
次点 浅野史子 共産党 7,832 351,561 

水野賢一 民進党 6,411 314,670 

高橋正夫 無所属 1,366 57,329 

香取成知 日本の心 1,036 50,098 

古川裕三 幸福実現党 516 23,777 

表3　千葉選挙区投票結果

　来年度の小学校と幼稚園では数

はもっと多いわけです。またこれ

が繰り返されてはならないと思い

ます。したがって入札制度を今後

早急に改善し、このような状態を

なくしてほしい。それを担保して

いただけることを前提に賛成する

次第です。

　おさなみ議員は本部書記長と

して、参院選最終日は激戦の新潟

選挙区へ。安倍総理は３回も新

潟に入ったが、野党統一候補の

森裕子候補が初の一人区を２千

票差で自民候補を制した。

　参議院選挙が終わった。マスコ

ミ報道を自制させた自民党の政略

で、憲法改正に向けた発議要件、

2/3 議席を許してしまった。

　千葉選挙区では前回のような自

民党に２議席を許すなと野党と市

民が共闘したが、民進党が合併に

伴って２人公認したた

め、地力に勝る自民・公

明連合で自民党の２議

席獲得を許すこととな

り、小西候補一人が当選。

　その結果、戦後初め

て両院で改憲勢力が 2/3

の議席を支配した。

　しかし、一昨年の集団

的自衛権合憲という違憲の閣議決

定、それを立法化した戦争法強行

成立以来、野党と市民が団結して

抗議と廃止運動を継続。その到達

点が定数１の 32選挙区での野党

統一候補擁立であった。

　その結果、一人区で前回わずか

に 2 勝しかできなかった野党は 11

人を当選させた。確かに大局的に

は自民党が勝利した。しかし、1

人区等での結果は今後の運動に展

望をもた

らしたの

はまちが

いない。

　さらに

比例区で

新社会党

は社民党

を支援し

た が、 市

内の社民

党獲得票

数は表 4 のように 1421 票、うち

政党名が 960 票、個人名は福島み

ずほ副代表 403 票、吉田忠智代表

33 票などで、福島みずほ氏一人の

当選となった。しかし、全国の得

票率が 2％を越えたので政党要件

は維持できた。

政党 得票数

自民党 19,606 

民進党 12,169 

公明党 9,495 

日本共産党 6,554 

おおさか維新 2,626 

社民党 1,421 
生活の党と山本
太郎と仲間たち

1,231 

日本の心 1,038 

支持政党なし 574 
新党改革 567 

幸福実現党 251 

表4　比例代表政党別

ついに改憲勢力が2/3占める

ますます院外の闘いが重要
参院選
結　 果


