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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。

　市議会は 24 日、再追加議案 13 件を含む市長提案 50 件、議員提案 2 件、陳情 1 件を可

決して終わった。3 月末に任期れとなる今村繁副市長（62 歳、1 期）と高橋保教育委員（68

歳、2 期）は再任された。（詳報は次号以降）

　工事請負契約 10 件、総契約額

約 23 億 9100 万円の小学校エアコ

ン設置事業が最終日の議会に上程

された。

　全 20 校分を隣り合う 2 校ずつ

にまとめて入札したが、落札率は

100％から 99.62％、入札に参加し

た８業者は 1 契約から 2 契約を請

け負っている。入札参加資格を持

つ業者数は市内に 13 社、市外は

21 社あるが、落札した業者以外は

参加せず。これで競争していると

だれが信じるだろうか。

　おさなみ議員はこの 5 年間、入

札改善を求めてもまったく効果が

上がっておらず、貴重な財源を

失っていることに抗議して反対し

た。反対したのはおさなみ議員だ

けで、賛成多数で可決された。　

おさなみ議員の反対討論
　私は小学校のエアコン設置に係

る議案、第 41 号から第 50 号まで

反対の立場で討論します。待望の

小学校エアコン設置工事に反対せ

ざるを得ないのは残念至極です。

　なぜ反対するのか。それは質問

の中でも申し上げたように入札の

No 学　校　名 工事請負金額 落札率 請負会社

1 中央小、清水台小 336,096,000 99.91 愛宕建設工業

2 南部小、みずき小 304,560,000 99.93 堀建設

3 岩木小、尾崎小 280,238,400 99.62 山本建設工業

4 川間小、七光台小 260,820,000 99.82 丸要建設

5 二ツ塚小、山崎小 246,996,000 99.98 山本建設工業

6 木間ケ瀬小、関宿中央小 221,940,000 99.97 東葛工業

7 東部小、柳沢小 220,536,000 99.97 創英建興

8 二川小、関宿小 200,880,000 99.83 丸要建設

9 福田第一小、福田第二小 164,160,000 99.62 古橋鉄工

10 宮崎小、北部小 154,731,600 　100 嶋工務店

合　　計 2,390,958,000 

実効性が上がらないどころか、何

度も繰り返し言ってきたにもかか

わらず、今回も落札率は予定価格

そのままの 100％から 99.62％の

範囲内に終わっています。少なく

とも学校施設の耐震工事以来５年

間、ずっとこんな調子です。総合

評価方式の制限付き一般競争入

札、そして電子入札が機能してい

ません。市内業者に限らず市外４

市の業者にも入札参加枠を広げて

いるとのことですが、一向に応札

してくれません。それをただすと、

近隣市の状況も同じと聞いている

と答える。それではそれを承知で

形だけ参加枠を広げたのかと思っ

てしまいます。

　今回の工事財源は国庫補助が

４億円、市中銀行からの融資が

３９億５千万円との答弁がありま

した。少しでもその財源を減ら

して市民の借金の重荷を減らすこ

とが行政の役割のはずがそうは

なっていません。そうやって財源

がない、財政が苦しいといって市

民サービスに影響されてはたまり

ません。このような状況に目をつ

ぶっているわけにはいきません。

今回はこういう思いで議案に反対

します。

表　小学校エアコン設置工事請負契約一覧　金額は円入札状況放置に抗議

3月議会
終 わ る

最終日に小学校エアコン設置工事議案上程
長南議員の反対は談合状態入札への抗議

4 月 1 日・土  13 時半～
　　中央公民館講座室
　講師：原康樹弁護士
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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

千葉県知事選の結果について

　26 日投開票の千葉県知事選挙は４人が立候補し、

森田候補が当選しました。

　千葉県の大規模開発の浪費をなくし、全国４位の財

政力を全国最下位水準の福祉・教育・医療に振り向け

るという、すみや候補の政策に共感が広がり、立候補

表明してわずか 40 日間のたたかいで 13 万票を獲得し

ました。

　今回の知事選は、県政史上初の市民と５つの政党・

政治団体（自由党、日本共産党、緑の党・ちば、新社

会党、市民ネットワーク）が一体となって選挙戦をた

たかいました。その後、無所属県議、自主投票の民進

党国会議員から応援が寄せられました。

　また、今回は、市民が主人公の選挙戦、県下の 44

の自治体と６つの職域に勝手連が結成され、草の根選

挙が行われました。さらに、すみや候補の教え子が応

援に駆けつけるなど、若者が選挙戦に参加し、奮闘し

たのも特徴です。

　知事選の構図は、改憲・利権組の森田・松崎候補 対 

市民と野党共同のすみや候補でしたが、知事選の構図

を有権者に鮮明にすることが充分できませんでした。

しかし、今回の知事選は、今後の県政刷新と国政選挙

での市民と野党の共同の発展に希望を生み出しまし

た。私たちは、ひきつづき公約実現のため、全力で取

り組みます。

　２０１７年３月２６日

新しい知事を選ぶ会・ちば 選対本部長  関根由紀世

県内ワースト 3
順位 自治体 投票率

1 野田市 25.12

2 柏市 26.07

3 松戸市 26.01

県内ベスト 3
順位 自治体 投票率

1 東金市 50.08

2 鋸南町 47.45

3 鴨川市 46.55

投票所投票率ワースト５
順位 投票所 投票率

1 清水台小学校 14.09 

2 浅間地区自治会館 14.90 

3 川間駅前青年館 16.38 

4 七光台小学校 16.62 

5 関宿支所 17.44 

投票所投票率べスト５
順位 投票所 投票率

1 中央公民館 31.53 

2 白鷺梅郷住宅集会所 29.65 

3 今上下組自治会館 27.89 

4 小山自治会館 26.57 

5 川間公民館 25.32 

投票所ごとの投票率には期日前

投票分は入っていない。期日前

投票を入れていない市全体の投

票率は 20.76％。

立候補者数 4 人、有権

者数 514 万 8908 人、

投票率 31.18％（前回

比 0.78 ポイント減）

なお、東金市は市議選、

鴨川市は県議補選が同

日投票だった。

県内投票率ワースト他 市内投票率ワースト他

23 日夕方ＪＲ千葉駅前で応援演説する長南議員

　野党と市民の共同で角谷信一候

補を当選させ、県政に新しい春風

を吹かそうと挑んだ千葉県知事選

挙は森田現職の圧勝で終わった。

　千葉県内の投票率はまた下がっ

て 31.18％。低投票率なら勝てる

という現職の思惑を破れなかっ

た。

　しかし、これまで道路行政に主

眼を置いてきた現職が保育行政等

に言及するなど、角谷陣営が政策

をリードする前進があった。

　また、自主投票であった民進党

の複数の国会議員から必勝に向

けたメッセージが届くようになっ

た。市民と野党の共同を無視でき

なくなった

だといえよ

う。

　 た だ、 角

谷氏の得票

数はわずか

8.3 ％、13 万

票余りで供

託 金 没 収

点に達しな

かったのは

悔やまれる。

し か し、 選

挙に結集した陣営

はこれがスタート

と意気軒高だ。

県知事選挙結果
　　 候補者　　　 得票数　　　得票率

当　森田健作　109 万 4291 票　68.8％

　　松崎秀樹　  34 万 7194 票　21.8％

　　角谷信一     13 万 3532 票　  8.3％

　　竹浪永和　　1 万 6072 票　  1.0％

県知事選  角谷候補及ばず　野党と市民の共同新段階へ


