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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。

　市長選挙の関係で一か月遅れの野田市議会が 29 日に終わっ

た。鈴木有新市長を迎えての議会だったが、多弁でならした前

市長と異なるが、これまで議会与党幹部とあって幹部職員が支

えた。市長提出議案 16 件と水道事業決算他認定 3 件、議員提

出議案 1 件（2 件中）、市民提出陳情 2 件（6 件中）が可決された。

　最終日の焦点は市内の全公園で

市長の許可がない限り火を使用し

てはならないと改める「都市公園

設置及び管理に関する条例の一部

改正」。

　提案の背景には利根川そばにあ

るスポーツ公園イベント広場の

バーベキュー利用のひどさがあ

る。食材等のごみの放置や駐車違

反は目にあまり、近隣住民にも迷

惑をかけているが、火気禁止条項

がないためお手上げ状態だったと

いう。

　マナー向上が見込めないため、

火気の使用を禁じてバーベキュー

に待ったをかけ、問題を防ごうと

いうもの。公園での飲食利用は弁

当等の持ち込みでやってもらいた

いとの古典的思考だ。

　きちんと後片付け等を行い、

ルールを守ってきたバーベキュー

愛好家がとばっちりを受けること

になる。議会審査の中で自治会や

子供会などの団体は許可を受けて

火気使用が可能となりうるが、個

人やグループは許可を受けられな

い。おそらくマナーを守るかどう

かの見極めができないという理由

だろうが、行政はこの点でもっと

習熟しなければならない。

　また、条例改正提案前に市民意見

を求める手続きを取ったが、その

ようなことを知らない市民が多数

であり、議会に提出されたことで

初めて知り、それでは困ると意見

を言い出している。もっと時間を

かけて市民の声を聴くべきで、議

会も継続審査という手があるのだ。

　議員は利用の現状と一律禁止の

間で悩んだ結果、新社会党のおさ

なみ議員と共産党の 2 人及び当選

したばかりの無所属の会議員が反

対。市民ネットは個人、グループ

利用に道を開くべきなどの意見を

付けて賛成。結果は賛成多数で可

決した。

　火気禁止は 8 月を予告期間とし

て 9 月から施行され、職員がパト

ロールすることになる。禁止行為

発見の際トラブルにならないか、

不安は付きまとう。

新市長の初議会終わる

ルール無視の迷惑行為で
公園火気使用が禁止に

　市民提出陳情で採択されたのは

南部地区の桜木地区の自治会から

提出された排水整備の推進につい

てと、採択された陳情がその後ど

のように処理されたか、議会が市

民に公表すべきというもの。

　前者は特に昨年秋の豪雨で大き

な浸水被害を受けたが、雨水管一

本では限界なので、もう一本整備

してほしいというもの。

　すでに下水道課はその整備のた

め事業認可を受けることを今年度

予算化しており、時間雨量 50mm

対応で、2.4 ｍのボックスカルバー

トの延長約 440m の事業化を目指

している。事業日程は来年度実施

設計、18 年度から 23 年度の工事

予定。

　後者の陳情処理経過の公表につ

いては、議員には市長部局から陳

情の処理と経過が、採択の次の議

会で文書で知らされており、とり

あえず、それを議会ホームページ

にアップすれば済むもの。

　議会として当然公表すべきもの

だった。

市民陳情は2件採択
浸水対策と陳情処理の公表

都知事に小池氏当選。
今後しっかりと監視を
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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

　1 年間の報酬額が 64 億 7800 万

円。信じられないがソフトバンク

グループ取締役、ニケシュ・アロー

ラ氏の 2015 年度分である。

　日経ビジネスオンライン「上場

企業役員報酬ランキングを全公

開」（7 月 29 日）によると、報酬

額1億円以上の役員は529名いる。

　そして今さらながら驚くのは外

国人経営者が多いことである。報

酬ベスト 10 を表 1 に示す。

　ここにはソフトバンク創始者孫

正義氏やファーストリテイリング

創始者柳井正氏の名前はない。

　しかし、米国フォーブス誌の

2016 年版世界長者番付・億万長

者ランキング によると、柳井氏

が 146 億ドル（1 兆 6500 億円＊）、

孫氏は 117 億ドル（1 兆 3220 億

表1　2015年度　役員報酬額ランキングトップ10　(報酬単位：百万円 )
順位 前年順位 商号 役職 氏名 報酬総額

1 ー
ソ フ ト バ ン ク グ

ループ（株）
取締役

ニケシュ・アロー

ラ
6,478

2 ー
（株）セブン＆アイ・

ホールディングス
取締役

ジョセフ・マイケ

ル・デピント
2,187

3 3
ソ フ ト バ ン ク グ

ループ（株）
取締役

ロナルド・フィッ

シャー
2,096

4 ー アオイ電子（株） 取締役 大西通義 1,168

5 6 日産自動車（株） 取締役 カルロス・ゴーン 1,071

6 7

（株）ユニバーサル

エンターテインメ

ント

取締役 岡田和生 948

7 17 武田薬品工業（株） 取締役
クリストフ・ウェ

バー
905

8 ー （株）日立製作所
取 締 役 会 長

兼 CEO
ジョン・ドメ 900

9 4 （株）ユーシン
代 表 取 締 役

会長兼社長
田邊耕二 882

10 ー （株）すかいらーく 取締役
ラルフ・アルバレ

ス
862

＊なお 5 位のカルロス・ゴーン氏はルノー社からも約 8 億 4000 万円の

報酬がある

円）である。資産の運用配当で、

企業報酬は目ではないのかもしれ

ない。（＊円換算は 1 ドル 113 円）

　それでも世界で 57 位と 82 位で

ある。世界一はご存じマイクロソ

フト社のビル・ゲイツ氏。総資産

額は 750 億ドル、日本円にして 8

兆 4800 億円。

　たまには景気の良い話でもとネ

タにしました。

　おまけ　資産 10 億ドル以上の

資産家 1810 人の合計資産額は 6

兆 4800 億ドル、約 732 兆円 !!!!!

　ちなみにアメリカ政府の 2016

年度歳出予算は 3 兆 9900 億ドル

で、4,740 億ドルの財政赤字だ。

　中央最低賃金審議会が 27 日、

本年 10 月からの最低賃金（時給）

の目安を発表した。今後都道府県

ごとの地方最低賃金審議会で決ま

るが、千葉県の目安は 25 円増の

842 円。ちなみに 900 円を超えた

のは東京（932 円）と神奈川（930

円）で、千葉は高い方から 6 番目。

　やっと 600 円台はなくなった

が、最低は 714 円の沖縄など４県。

720 円以下は 15 県もある。なお、

野田市の公契約最賃は施設清掃契

約等の 882 円。

　しかし、これでは最低生活を維

持するには足りない。今年の引き

上げ率は 3.0％（昨年は 2.3％）だが、

この程度では政府や経団連等の合

意目標、2020 年に 1000 円には毎

年 5% の引上げ率が必要。欧米に

比べ大きく立ち遅れている。

　さらに中小企業対策も講じなく

てはならない。総賃金低下によ

り国民の購買力は減少の一途であ

り、その影響は中小企業の経営に

暗い影を落としている。とりわけ、

下請け単価の切り下げ圧力は経営

を圧迫し続けている。

　つまり、人間らしい生活を営む

ための最低賃金には、大企業がひ

たすらため込む利益を税や賃金、

下請け単価の引上げで分配するこ

とが必要だ。それこそが大企業の

社会的責任ではないか。投資家や

経営者優先社会を変えなくては。

年俸64億円超の経営者ってなんだ

2015年度役員報酬ランキング

他方 最低賃金千円の道は遠し
最賃審議会が目安を発表


