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　東京直結鉄道（地下鉄８号線）

延伸の夢で幻惑されている中、野

田市は停滞を続けている。

　それでは鉄道が建設できるの

か、それはまた野田市民にとって

有益なのかを、再答申された現在

詰めておかなければならない。

　それは財源と借金の関係だ。前

市長が大見得切った鉄道基金はた

まらず、ここにきて財源は借金だ

と明確に議会で答弁している。

　もちろん借金も財源ではある。

しかし、それによって借金を上回

る新たな財政収入が得られるの

か、それはどのような条件の下で

かということは明確にすべきであ

る。

　そのためには、なぜみずきのま

ちと座生三地区で見込んだ財源が

積み立てられなかったのかを明ら

かにする必要がある。当然その地

域では新たな財政需要（小学校建

設など）が生まれるのだから、同

様に新たな財政支出を見込まなけ

ればならない。。

　今度はそのほかに最初から 50

億円の借金を抱えるのである。そ

の返済都ともに、新たな財政需要

を満たすだけの財源を新たに生み

出せるのか。鉄道会社の黒字転換

を予想するだけはなく、野田市の

財政の黒字転換の見通しを明確に

しなければならない。

　つまり、損益分岐点を越える市

民税収入を図るための条件設定を

明らかにしなければ、事業化して

はならないのだ。野田市はどうも

そのようなことには無頓着のよう

だ。

　おさなみ議員は 9 月議会の一般

質問でこのことをただすという。

２日・金
本会議

( 開会）

会期の決定、議

案上程、市政一

般報告

９日・金 本会議
議案質疑、委員

会付託

12 日・月

本会議 一般質問13 日・火

14 日・水

15 日・木 常任委

員会
議案等の審査

16 日・金

20 日・火 決算審

査特別

委員会

平 成 27 年 度 各

会計決算の審査
21 日・水

23 日・金

28 日・水
本会議

（閉会）

委員長報告、質

疑、討論、採決

表　9月議会予定
（いずれも原則午前 10 時から）

50億円の借金を返済できる鉄道誘致の損益分岐点は？

見極めなしの鉄道事業は無責任

　パブリックゴルフ場を運営する

野田市開発協会の再建計画が終了

した。一般社団法人移行を目前に

した平成 24 年度決算で、純資産

額が 3 億 7 千万円余の赤字という

破産状態が明らかになり、25 年度

に理事長交代や、市所有のクラブ

ハウスの開発協会への財産移転、

職員の労働条件切り下げ、サービ

ス向上などの再建計画で、黒字基

調に転換できた。

　入場者数は 24 年度のひばり、

けやき両コース合わせて年間 6 万

3047 人 が、27 年 度 は 9 万 6637

人へと 53% 増え、純資産は年度末

で 1 億円を維持している。

　もちろん、生活にゆとりがなく

なり、ゴルフどころではない社会

状況では経営は容易ではない。

　気象条件にも左右され、昨年度

は 9 月に冠水で 21 日間もクロー

ズしたひばりコースの入場者は、

前年比 1,171 人減っている。

　しかし、資金繰りをはじめ、自

前で経営することが求められてい

る現在の開発協会。当然、言い訳

を見つけるのではなく、特徴を生

かすとともに、強味を伸ばすこと

によって経営体として成長しなけ

ればならない。

3年間の経営再建計画達成
開発協会はいっそうの集客努力を

臨時国会は TPPと
憲法審査会に注目
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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

　オバマ大統領が進めようとして

いる核先制不使用宣言について、

安倍首相が反対を表明したと、米

紙ワシントンポストが 15 日に報

道した。

　一方、国連核軍縮部会は、核兵

器使用の法的禁止を協議する会議

を来年開くよう、国連総会に勧告

するとの報告書を多数で採択した

が、日本は棄権にまわった。

　日本政府はこれまでもアメリカ

の核の傘、核抑止論に立つことを

隠そうとしなかったが、内閣改造

で防衛相に核武装論者の稲田朋美

を当てるなど、被爆国の首相とし

て最悪の道を進んでいる。もはや、

オバマ大統領の建前すら妨害する

始末だ。

　小池劇場で都知事になった小池

百合子元防衛相も、かつて雑誌の

対談で「核武装の選択肢は十分あ

りうる」と発言している。

　これらに対して長崎市の被爆者

代表発言で、井原東洋一氏はガツ

ンと怒りをぶつけている。今週号

本紙一面をご覧ください。

核先制不使用・核兵器禁止条約
被爆国が推進しないでどうする

　『あたらしい憲法草案のはなし』

を読んだ。憲法が施行された 1947

年に、文部省（当時）が中学生向

けにつくった『あたらしい憲法の

はなし』をもじった小冊子だ。発

行元は太郎次郎社エディタス。

　内容は自民党憲法改正草案の意

図や、その憲法のもとではどのよ

うな社会になるかを、自民党の立

場で説明している。

　憲法改正草案が、「国民主権の

縮小」、 「戦争放棄の放棄」、 「基本

的人権の制限」で目ざすのは「強

く美しい国」である。1 時間程度

で読めるが、恐ろしさがジワリと

迫ってくる。自爆連という著者

グループの略称からして人目をひ

く。表紙は下図で、税込み 800 円。

夏の怪談では済まない

「あたらしい憲法草案のはなし」

　「信じられない」、「外国軍に負担

させるべき」。これがロサンゼル

スで問われた人々（国籍はまちま

ち）の声が続く。

　20 日に中央公民館で開かれた平

和のつどい・のだ 2016 で上映さ

れた映画、「ザ・思いやり」での

一コマ。年間９千億円弱の在日米

軍の駐在費負担を、日本人の税金

で支払っているということを質問

されたことに対する反応だ。

　約 9 千億円というのは国有地の

無償貸与を金額換算したものも含

むが、前泊博盛沖縄国際大学教授

が試算した。何しろ防衛省予算だ

けではないので全容が見えにくい。

　条約上の根拠もない思いやり

予算は 78 年に 62 億円で始まり、

2015 年度までの累計支出は 4 兆

7066 億円。

　このドキュメンタリー映画は日

本在住の米国人、リラン・バクレー

横須賀米海軍司令部

氏が監督したが、日本人がどっぷ

りとつかっている常識を皮肉って

いる。映画に出てくる東日本大震

災の被災者で仮設住宅に住む人々

は、私たちに予算を使えと怒る。

それが事実を知った人々の素直な

反応だ。日本を守るためだという

ウソにごまかされてはいけない。

　おさなみ議員は 21 日、映画に

も出てくる横須賀市にある極東最

大の米軍基地を海上視察し、地元

で反対運動を続けている市民から

被害や不安等の実態を聞いた。

映画 「ザ ・思いやり」

日本の常識を根底からくつがえす


