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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。

　これまで人件費削減のために

民間委託を進めてきた野田市に、

やっと待ったがかかった。

　これまで公設公営の保育所 12

園のうち、7 園を株式会社による

指定管理者に運営移行、そして老

朽保育所 2 園を廃止後、市有地を

貸して私立に切り替えた野田市だ

が、残り 3 園の指定管理者移行を、

保育士確保を優先させるため、直

営を続けると発表したのだ。

　その背景には保育士が集まらな

いという非常事態がある。８月１

日時点で待機児童と保留者（隠れ

待機児童）が 153 人となっている

が、そのうち 97 人は保育士不足

で入所できない。つまり、保育所

定員には余裕があるが、保育士が

確保できないため、受け入れがで

きないというもの。市民に重大な

迷惑をかけることになったのだ。

　このため、野田市は保育士確保

を優先させるため、残る３カ所の

直営保育所の指定管理者移行を中

止するとともに、公契約条例で定

めている保育士の最低賃金（現在

一時間当たり 1,049 円、市の臨時

保育士の時給換算額は 1150 円）

を引き上げるとともに、同様に人

材不足となっている介護職の最低

賃金も引き上げる方針。本号外が

主張してきた懸念が現実化し、野

田市もやっと方向転換する。

　来年 1 月の引上げを目指して、

賃金額を検討し、12 月議会の補正

予算に計上するという。

　課題は保育士不足が深刻な都内

と競合しなければならないという

ことだ。なまはんかな賃金では都

内への通勤圏である野田市では保

育士確保はむずかしい。今年 10

月施行の千葉県の地域最賃額は

842 円、東京都にくらべて 90 円

も安い。ちなみに足立区の臨時保

育士の賃金は時給換算 1480 円前

後。

委託の清掃労働者も賃金改定を
　おさなみ議員は契約途中で最賃

を変え、それを適用させることを

契機に、施設清掃で働く労働者の

最低額は現在 882 円となっている

が、契約当時の 829 円にとどまっ

ている可能性もあり、これも同時

に見直すよう、一般質問でただす。

　野田市がホームページ上で本格

的な情報提供を始めた。

　かねてからおさなみ議員は議会

提出議案をホームページに掲載す

るよう求めていた。これまでは議

案名とあまりに簡単な内容説明で

あった。しかし、9 月議会から議

会に提出した議案書や市政報告等

が全文みられるようになった。

　さらに各種審議会の会議録等も

8 月 23 日開催分から順次掲載され

ている。

　また、議会のホームページでも、

6 月議会分から採択された陳情の

処理経過が掲載されている。これ

は 6 月議会で採択された陳情の処

理報告を掲載してほしいとの陳情

が実ったものだ。

　議会と市民の双方からの働きか

けが今回の成果を引き寄せたとい

える。

　また、おさなみ議員が従来、市の

ホームページは情報の宝庫であり、

市民のデータベースとすべきだと

主張してきたが、ここにきて行政

の各種年報が掲載されはじめた。

　現在、『教育要覧』や『清掃事

業の概要』、『水道事業年報』が掲

載されており、今後、他の年報も

掲載されるものと期待される。

議会と市民のタイアップで
市のホームページで情報提供進む

低賃金構造が市民サービス低下へ

市が保育士と介護職の賃金引き上げに動く

保育所の民間委託も一時中止

戦争法強行採決1周年抗
議は9月19日、さよなら
戦争・原発集会9月22日
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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

日程 順番 氏名 会派

12 日 

月

1 山口克己 政清会

2 中村あや子 公明党

3 小倉良夫 民進連合

4 織田真理 共産党

5 長南博邦 新社会党

13 日 

火

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 古橋敏夫 政清会

10 内田陽一 公明党

14 日 

水

11 滝本恵一 民進連合

12 星野幸治 共産党

13 染谷信一 政清会

14 小椋直樹 民進連合

15 木名瀬宣人 政清会

表1　一般質問日程

委員会 日程 開議
時間 議案数

総務
15 日 

木

10 時 議案 2 件

文教福祉 13 時 議案 4 件

議会運営 上記終
了後 陳情 1 件

環境経済 16 日 

金

10 時 議案 2 件

建設 13 時 議案 1 件

表2　常任委員会日程

日程 開議
時間 認定案件

20 日・火 13 時
一般会計
他 6 件21 日・水 10 時

23 日・金 10 時

表3　決算審査特別委員会日程

＊初日の 20 日午前中は現地調査

　9 月議会が 2 日に始まった。一般会計など７件の決算審

査は来年度の予算編成にも影響する。一般質問には 15 名

が登壇する。議案には改正すべきところを気が付かなかっ

たというものが 2 件あり、唖然とするばかりだ。

　改正を忘れていたという一つは

議案第 2 号精神障がい者医療費助

成金支給条例の一部を改正する条

例の制定。国の制度が変わる中、

65 歳以上の精神障がい者が医療費

助成から抜け落ちてしまっていた

というもの。

　ちょっと許せない市のミスであ

り、おさなみ議員は 9 日の本会

議の議案質疑で、なぜそのような

ことが起こったのか、このことに

よって医療費助成を受けられな

かった市民がいるのか、その場合

は今後どのように対応するのかた

だす。

　おそらく条例改正案は昨年 8 月

1 日にさかのぼって適用となって

いるので、その時点で条例の欠落

のため受給できない事例が起こっ

たと推測される。

　二つ目は保育所の定員を増やし

たにもかかわらず、条例改正しな

かったという議案第 3 号。

　今年度から待機児童をなくすた

めに、清水、北部、木間ケ瀬の各

保育所の定員をそれぞれ 10 人増

やしたが、それに伴う条例改正を

忘れていたというもの。

　これまたお粗末の限りで、条例

改正は今年の 4 月 1 日に遡及され

９月議会が２日に始まる

改正漏れを正す条例が２件提出

医療費助成で市民の権利侵害起きて問題発覚

1626 号で報じた 6 月議会の一般

質問の一覧表で、議員の所属会派

を一部間違えていました。おわび

します。

る。

　保育所の定員については議会側

も気付くべきだったとおさなみ

議員は反省しているが、どうし

ちゃったんだ。野田市政。

　おさなみ議員は表 1 のとおり、

12 日の最後、おそらく 15 時前後

から一般質問を行うが、質問項目

は以下のとおり。

①　地下鉄 8 号線の延伸が再度答

申されたことを受けて、これまで

の 15 年間で解決されなかった課

題を明らかにすること、建設財源

を借金で行うというからには、借

金返済と人口増に伴う財政需要を

まかなうスキームをただす。

②　東武鉄道の伊勢崎線と野田線

の直通運転については、東武鉄道

の計画の市の認識とまちづくりに

対する影響を聞く。

③　公契約条例の改善について

は、条例上の最低賃金は契約時の

金額で縛られ、長期継続契約の時

はその後の改定額が反映されな

い。これを改正するよう求める。

④　駅前広場の修景地の美観につ

いては、駅前広場の緑の修景地の

管理がバラバラで、草ぼうぼうの

ところもある（梅郷駅）。駅前の

美観維持と市民参加の導入につい

て質問する。

⑤　議会冒頭で述べられる市政一

般報告と提案説明が簡略化されす

ぎているので（特に提案説明）、もっ

と説明責任を果たせというもの。

おさなみ議員の質問は鉄道問題軸に5点


