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　公職選挙法施行令が変わったこ

とに伴う、市議会議員や市長の選

挙の際の公費負担の増額改正議案

が総務委員会で可決した。

　消費税増税などが引き上げの根

拠で、候補者宣伝車の借上げ料、

その燃料代、ポスター印刷費、市

長選ではその上にチラシの作成費

が 1.03％から 3.27% の引上げとな

る。

　かつて、燃料代も限度額まで使

われたことがあるが、それは例

外中の例外で、最初にドラム缶で

限度額まで購入したといわれてい

る。しかし、現在（当

時も同じはず）は宣

伝車として登録され

た車へのその都度の

給油に限っている。

　問題はポスターの

印刷費用で、たとえば柏市議選で

は少なくとも水増し請求問題が 2

度起こり、昨年の市議選時には、

落選した候補者が犯罪の片棒を担

ぐのは嫌だとして印刷会社を告発

している。

　柏市民オンブズマン連絡会議も

ポスター印刷代で住民監査請求を

費目 引上げ後 現在 備考

車借上げ料 15,800 15,300 1 日当たり

燃料代 7,560 7,350 同上

ポスター印刷費 480,094 467,058 限度額

市長選ビラ印刷費 120,160 116,800 限度額

選挙公費負担

車借上げ料と燃料代は限度額は上記の7日分

行った。しかし、請求が棄却され

たため、棄却取り消しを求めて千

葉地裁に提訴している。

　２年前の野田市議選においては

ポスター印刷代の最高額は限度額

の 467,058 円の請求が 34 人の候

補者中 13 人、最低は 248,710 円

だった。限度額内で選挙はがきや

後援会パンフレットの印刷も可能

な金額となっているのは公然の秘

密だ。

　つまり、消費税が上がったくら

いで印刷代を引き上げる必要はな

い。印刷関係の物価も下がってい

る。おさなみ議員は最終日に反対

討論を行う。

選挙公費負担は上げてはならない

印刷代は過大 柏市議選で水増し問題追求

　おさなみ議員が鉄道問題で質問

した際に、流山おおたかの森は流

山マンションの森といわれて急激

な人口増問題を抱えていると指摘

した。昨年度開校の小中併設校が

すでに増築しなければならない、

保育所が足りず待機児童が発生と

の課題を抱えているからだ。

　つくばエクスプレスは 2005 年

8 月開業だが、市内に 3 駅を抱え

る流山市の当時の人口は 15 万 1

千人、現在は 17 万 9 千人弱。約

2 万 8 千人の増加で、現在も年に

約 5 千人増加中だ。

　たとえば野田市が直結鉄道を引

いて 2 万 8 千人の人口を受け入れ

るとすると、280ha が必要となる。

駅の設置を見込んでいる野田橋下

流部と野田市駅周辺でそのような

用地が用意できるのか。なにしろ

みずきのまちの 4.9 倍の面積に相

当するのだ。

　マンションだから面積当たりの

人口はもっと増えるとの言い訳が

聞こえそうだが、野田市の区画整

理事業はヘクタール当たりの計画

人口は 100 人、流山おおたかの森

周辺の区画整理事業（新市街地整

備事業）は 104 人と差はない。

　埼玉県内各自治体が直結鉄道事

業に踏み切れない今なら野田市内

の計画変更を追求すべきだ。

　このままでは野田市の 15 年前

に答申された地下鉄 11 号線の松

戸市への延伸計画同様、いつまで

たっても事業化できないし、やっ

ても大失敗に終わる。

鉄道事業と人口増加策

流山市のうれしい悲鳴にまなべ

議会最終日は 28日 10
時から。決算などの討
論と採決です。
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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

　市のホームページに審議会資料

等を掲載してほしいとの陳情を議

会は不採択にしたが、市は世の中

の流れとして掲載し始めている。

　このように議会が世の中の情報

提供、情報公開の流れを理解して

いない根本は何か。それは議会基

本条例策定を中止したことに求め

られる。

　確かに否定派のいう、策定して

それで良しとする議会もある。し

かし、二元代表制の実質化に向け

て努力を重ねている議会は数多い。

　野田市議会が視察に行った埼玉

県所沢市議会、福島県会津若松市

議会、四日市市議会・・・。視察

していないが、北海道芽室町議会

も最近頭角をあらわしている。

　先進的な議会改革を見て、自分

たちにはできないと考えたなら議

員を辞めるべきだ。議会のあるべ

き姿の追求を放棄したと同じだか

らだ。身内の多数にこもっていて

はならない。

　議会の外に出て、市民と意見交

換や議会報告を行い、市民ともま

れて議会として成長すべきだ。

　下の図は自治体議会改革フォー

ラムが集計した 2014 年までの議

会基本条例策定議会数だ。現在は

700 を超えている。
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議会基本条例制定状況（2006~2014）

　記憶に新しい「号泣県議」のカ

ラ出張による旅費詐取。それでも

自分は大丈夫と、平気で白紙の領

収書を小切手のように使い続けて

いたのは富山市議会。

　それがばれて富山市議会では自

民党、民進党の市議が次々と辞職

に追い込まれ、９名が辞職。議員

定数 40の 1/6を越えたため、来
年４月の本選挙を待たず、欠員1
を含めて補欠選挙の事態となった。
　10名の市議補欠選挙となれば数
千万円の市費が使われることにな

り、市民にとっては踏んだり蹴っ
たりだ。やるなら議会を解散して
出直し選挙をすべきだ。
　このような事態になったのは議
員数の7割を一会派（自由民主党）
で占め、ほぼ総与党体制となって
いたことによろう。
　富山市議会は６月議会で議員報
酬を月額60万円から70万円に引
き上げた。反対したのは、共産、
社民のたった3議員。報酬引き上
げは審議会の答申とはいえ、議会
側の要望に基づくものだった。

　反対の市民世論の中で可決し、
それを取材していた北日本新聞社
の女性記者から、自民党長老議員
が強引に取材メモを取り上げた。
　7月に自民党所属の県議会副議
長が政務活動費の不正使用で辞職
していたこともあり、同新聞社は
富山市議会について徹底調査。そ
の結果、ぼろぼろと不正使用が発
覚したというものだ。
　政治不信をかきたてる事件だが、
実はもっと巨悪がある。年320億
円の政党交付金だ。何にでも使い
放題で、余れば返納する建前だが、
実際は基金をつくって入れてしま
えば返さなくて済む。導入の名目
にした企業団体献金廃止は放棄。
政党交付金と企業献金の両取りで
政治の腐敗と不信が進む。

政活費不正は富山市議会だけなのか

諸悪の根源は政党交付金


