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　開会中の市議会におけるおさな

み議員の一般質問で、8 号線の野

田への延伸は建設可能性が極めて

低いこと、そして野田市のまちづ

くりの方向性の誤りがはっきりし

た。

　前回答申から 15 年、2015 年ま

でに整備着手することが適当とさ

れたにもかかわらず、なぜ建設に

着手できなかったかと問われた野

田市は、延伸路線のほとんどを占

める埼玉県と埼玉県内自治体の取

り組みの弱さを上げた。そしてそ

の弱さは経済の低迷からくるとい

うものだ。

　事実、埼玉県内各市町の鉄道建

設関連の基金の状況は、越谷市が

最高で約 9700 万円、他の 3 市は

2500 万円台から約 3000 万円。松

伏町は廃止してしまっており、吉

川市議会でも基金廃止の議論がか

つて出ている。

　現在の経済状況は富の一極集中

と庶民層の苦境。今後の経済好転

は容易ではない。どこの自治体も

鉄道建設どころではないというの

が台所事情。会長市が野田市から

越谷市になったとはいえ、野田市

より 8 号線延伸の必要性が乏しい

埼玉県内各自治体が、野田市同様

に何が何でもとなる可能性は薄い。

自治体 基金名 基金残高 備考

野田市 鉄道建設基金 46,751 27 年度末

越谷市 高速鉄道整備基金 9,702 27 年度末

八潮市 高速鉄道整備基金 2,531 27 年度末

草加市 高速鉄道整備基金 2,543 26 年度末

吉川市 鉄道建設基金 3,039 26 年度末

松伏町 廃止

沿線自治体の鉄道建設関連基金残高  金額：万円　このようなことか

ら野田市が主張する

「八潮駅からつくばエ

クスプレス線と直通

運転」は、つくばエ

クスプレスとの協議

もなく、単なる構想

に過ぎない。これで

は建設主体が具体化するはずがな い。

　加えて鉄道誘致をどのように野

田市のまちづくりに生かすのかと

いう課題に関しても、野田市は旧

来の考え方に固執しており、鉄道

投資効果を減殺してしまうものと

言わざるを得ない。

　おさなみ議員の質問に対してま

ちづくりの検討を始めると答えた

が、それは野田市駅周辺の枠内。

面積不足でとても流山市のような

効果は望めない。そのうえ、中心

市街地を再開発するとの野田市の

主張は、仮にうまくいったとして

もぼう大な再開発費用を必要とす

る。とてもペイできるとは考えら

れない。

　そして長期間、野田市がターミ

ナル駅のままとなるのが予想され

る中、野田市の商圏が広がるどこ

ろか、東京方面へのストロー現象

を起こしてしまう。

　答弁では吉川市や松伏町の消費

動向は、市町外の購買先が 60 な

いし 70% 台だから、野田市周辺

の魅力を向上させることによって

集客が見込まれるという。

　これも希望的観測に過ぎず、議

論のミスリードを招く。そのよう

な商業施設が進出する面積はない

し、商店街も商業継続に四苦八苦

の状態ではないか。

　野田市の商業が隆盛を誇ったの

は、キッコーマンを中心とするぼ

う大な労働者の存在とその勤労所

得があったからだ。

　状況が一変したにもかかわら

ず、まちづくりの発想を転換せず、

仮定の議論建てで押し通すのは、

結果的に市民を泣かせることにな

ろう。幕を上手に下した方がよい。

直結鉄道事業は夢のばらまきで終わる

着工の条件なくまちづくりの発想転換もない

財政をひっ迫させ市民サービス低下は必至

愛国心／憎悪満載
／愛がない
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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

　9 月 29 日 告 示、10 月 16 日 投

票日を目前にして、4 選出馬を明

言していた泉田裕彦新潟県知事が

突然出馬取りやめの記者会見を開

いた。原因は県政に対する新潟日

報（発行部数 45 万部）のネガティ

ブキャンペーン（県出資会社の

フェリー購入問題）。

　泉田知事は福島原発の事故究明

がなされない限り、東電柏崎刈羽

原発再稼働の議論はしないと主張

し続ける硬派県知事。原発再稼働

を平然と進める安倍内閣と電力資

本にとっては放置できない存在

だ。

　そう考えると、東
とうおう

奥日報が脱原

発派市長の鹿
しかない

内博氏を、再開発ビ

ルのアウガ問題で追い込んでいる

構図に似ている。鹿内氏が市長に

なったのはアウガが建設された後

なのだが。

　また、かつて原発のプルサーマ

ル計画に反対した福島県の元知

事、佐藤栄佐久氏はのちに実質無

罪となった、でっち上げの汚職事

件で東京地検特捜部に逮捕され、

政治生命を絶たれたことがある。

　川内原発の稼働の一時停止を公

約した三
みたぞの

反園 訓
さとし

鹿児島県知事と

のタッグは原子力ムラ勢力にとっ

て脅威であったに違いない。

　全面カラー広告など、新潟日報

には今年５回も東電の広告が掲載

されたという。私たちの電気料金

がこんなことに使われるのはたま

らない。泉田市長には敢然と闘っ

てほしかった

原子力ムラの暗躍か
泉田新潟県知事が出馬取りやめ

　清水、北部、木間ケ瀬の３保育

所の定員を各 10 名増やす条例改

定案は、これまでも定員を超え

て入所させていたが、 子ども・子

育て支援新制度になって、定員を

20% 越えると市が減収となるた

め、定員増を図ったのが真意だっ

た。

　したがって実際の入所児童数を

知らない議会側が気付くはずはな

かった。しかし、本来 3 月議会で

定員増の条例改正を行っておくべ

き担当部が失念したことは遺憾で

ある。

　実際の入所児童数は定員 120 人

の清水保育所が 154 人、北部保育

所が 126 人、定員 90 人の木間ケ

瀬保育所は 105 人。つまり、清水

保育所をぎりぎり 20% 以下とし、

他の 2 保育所にはゆとりを持たせ

る定員変更となる。

　ただ、委員会審査では保育士増

員や木間ケ瀬保育所の園庭の狭さ

を理由に反対した委員があった。

　不満ながらも保育士は配置基準

を満たしており、この議案につい

ては配置基準の改善や園庭拡幅の

意見を付して賛成という方が筋が

通っていたのではないかと思えた。

　市内で学童保育所 2 カ所、保育

所 2 カ所を運営する社会福祉法人

すくすくどろんこの会の給与支払

い問題が議会で取り上げられた。

保育士給与に処遇改善加算が反映

しているのかという問題だ。

　政府は保育士の給与が低いとの

反発を受けて、13 年度から 2.85％

から 3% の処遇改善加算を行って

いるが、13 年度は安心子ども基金、

翌年度は保育緊急確保事業、昨年

度と今年度は公定価格に組み込ん

で恒久化と制度がわかりにくい。

　そのため、保育士にきちんと支

払われているのかという疑問があ

がっている。問題となった法人で

働く保育士から 6 月に払われてい

ないのではないかとの声が共産党

議員に寄せられ、一般質問で取り

上げられた。

　答弁では昨年度と今年度では加

算の賃金項目が違い、その説明

もきちんとなされていなかったこ

と、8 月になって説明したとの法

人側の説明が報告された。

　しかし、賃金に関する説明をき

ちんとしない法人経営は問題。以

前、学童指導員のボーナスを、理

由を説明せずに支給しなかったこ

とがあった（その後支給）。法人

に県から監査が入り、県議会で質

問もされるので注目される。

保育所運営の社会福祉法人に疑惑
県が監査・市議会でも一般質問

３保育所の定員増は制度対応

定員の弾力対応で入所者数はそれ以上


