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おさなみ議員のホームページは写真自慢！　osanami.fc2 と入力してください。

　今号からおさなみ議員の一般質問と答弁を紹介する。

　9 月議会で十分すぎて他の印刷

経費に回しているのではないかと

疑惑の目が向けられているポス

ター印刷費の公費負担増額が、お

さなみ議員一人の反対で可決した。

　しかし、ポスター印刷費はお隣

柏市だけではなく、全国で監査請

求等の事例が起こっているため、

このまま放置できないと 12 月議

会の一般質問で取り上げた。

　質疑の項目は、まず、公費負担

金額に対する認識、次に実勢価格

に対する認識、印刷費の調査の取

組だった。

　ところが、公費負担金額や実勢

価格については国が調査しており
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妥当、独自調査はやらないという、

まさにお役所答弁。

　制度上はそうであっても、他

市で引き下げているところもあ

り、議会自ら引き下げたところも

ある。税金からなるポスター印刷

費についてあまりにも無頓着すぎ

る。せめてどの程度が実際の相場

なのか、行政部門の発注を調べれ

ばわかろうというもの。

　表は 13 年の市議選で当選した

候補者の交付額である。他市では

20 万円未満という事例もある。質

問を聞いた議会自ら姿勢を正すこ

とにつながるのか、来年の市議選

でわかる。争点にもなりうるのだ。

　9 月議会で取り上げ、駅前広場

の修景地管理に一貫性がないこと

やほぼ放置状態であることがわ

かった。今回は市民団体からの街

路樹の選定や管理について、明文

作成を急がせてほしいとの要望も

ありとりあげた。

　街路樹の場合は樹種の選定が、

周囲などの場所や植栽後の管理の

しやすさ、コストの安さも含めて

適切なのか、せん定作業が樹種に

あっているのか、歩道の根上がり

を抑制できるのか、市民との協働

など、整理する課題は少なくない。

　質問に対して、管理マニュアル

素案を市民団体の提言を受けなが

ら作成中であること、素案を再度

修正後、今年度中にパブリックコ

メントを行い、来年度上半期には

完成させて公表したいとの答弁が

あった。仏作って魂入れずになら

ないよう監視していきたい。

　ただ、駅前修景地については不

安が残る答弁だった。北坂戸駅前通りの街路樹

表　ポスター印刷費交付額
ポスター印刷費適正化

主体的取組見えない選管

街路樹管理を適正に

市民意見取り入れマニュアル作成進む

おさなみ議員の新春の
つどいは５日14時から、
西新田自治会館で
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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

　茨城県牛久市でも小規模特認校

制度を試行している学校が、小中

各１校ある。

　そのような中で牛久市議会は 9

月議会で、「小規模特認校に係わ

る通学区域外からの児童生徒の送

迎を求める請願」を全会一致で採

牛久市が小規模特例校の通学に
送迎バス費用予算化

　新社会党千葉県本部は 28 日、

習志野市内で新春の集いを開いた。

第一部の講演会では「アベノミク

スと私たちの生活」と題して、元

神戸大学大学院教授で暮らしと経

済研究室長の山
や ん べ  ゆ き お

家悠紀夫さん（写

真）が、日本経済と暮らしをよく

するためには、経済成長ではなく、

分配の不公平が問題、労働者の取

り分が減り、それが配当金にまわ

され、大企業の内部留保に積み上

げられてきた、それをどう回復す

るかだと、豊富な統計資料（下記

に一部掲載）を基に指摘した。

択した。

　これを受けて、牛久市は今年 4

月から小規模特認校制度を正式実

施するとともに、送迎用バスを運

用することを発表した。　

杉森牛久市議提供

1997 年度 2015 年度 増減

経常利益 28 68 40

法人税 14 11 △３

配当金 4 22 18

内部留保 3 29 26

人件費 203 198 △５
金融・保険を除く全法人企業

主な指標の推移  　　　　単位 : 兆円

　先週号では世界の大富豪との格

差を取り上げた。しかし、日本だっ

て世界にひけをとらない。

　国交労連調査政策部の井上伸氏

によるのが以下のデータだ。

・富裕層上位 40 人の金融資産 14

兆 5100 億円、かたや貯蓄ゼロ世

帯は全世帯の 35.5%、1789 万世

帯（いずれも 2016 年）。

・アベノミクスでどうなったのか。

2012 年を 100 とすると 2015 年

や直近のデータは以下の通り。

　大企業の配当金：163

　大企業の経常利益：155

　1 億円以上の役員報酬者：140

　自民党への企業・団体献金 :169

　非正規労働者数：107

　正規労働者数：96

　実質賃金：96　労働分配率：91

ここまであからさまな結果

アベノミクスで大企業と富裕層が（笑）

経済と暮らしをよくするには

成長ではなく分配が課題


