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　新年度が始まって 1 か月半が経つ。主な新規事業を紹介する。お

さなみ議員は公共施設、特に福祉施設の指定管理者運営など論点を

上げて反対したが、もちろん市民に必要な予算は評価している。

　5 月 1 日に戦争法による平時の

米艦防護の初任務を護衛艦いずも

（ヘリ空母）が行った。ところがこ

れはマスコミ報道で明らかになっ

たことで、防衛省は一切の説明を

していない。

　小西洋之参議院議員（民進党）

が同日、防衛省に説明を求めたと

ころ、昨年 12 月の政府指針により

「米軍から防護要請があったか、い

かなる防護を実施したか」等につ

いては永久に公表できないと拒否

されたと、13 日に千葉

市内で開かれた憲法集

会で明らかにした。

　国民やその代表であ

る国会にも軍事行動を

報告しないとなると、

国民は自衛隊の米軍関

係行動を監視できない。

ある日突然日本も絡む

戦争が起こったことを知らされる

ことになる。憲法のもとでこのよ

うなことはあってはならないが、

安倍政権は集団的自衛権を合憲だ

と強弁する内閣だ。もはや議論で

は解決しない。倒閣しかない。

米軍防護  永久に公表せず
政府が勝手に決める

旅券事務10月開始
　これまで野田市民は松戸市まで

行かなければならなかった旅券

（パスポート）発行等の旅券事務を

市役所１階で 10 月から行う（480

万円）。

教員の多忙化解消
　全小学校に学級事務支援員を学

校規模に応じて配置する（1106

万円）。

　校務支援システム導入（教員の

事務負担軽減を目的として今年度

準備、来年度実施、29 年度から 5

年間で 7,990 万円）。

こども未来教室

　これまでの生活困窮者自立支援

事業の学習支援を継承し、全生徒

が参加できる放課後学習支援。今

年度は中学生対象だが来年度以降

に小学生も対象（1530 万円）。

総合公園及び関宿総合公園施設予
約システム
　初めて施設のインターネット予

約対応（290 万円）。

中学校のエアコン利用開始
　事業が完了した中学校でこの夏

からエアコン利用が始まる。なお、

小学校は来年夏からとなる。

いちいのホール空調設備改修事業
　いちいのホールの老朽化した空

調設備を個別空調方式に更新する

（1 億 3160 万円）。

コミュニティバス運行事業費
　現在の 6 ルート運行経費と、31

年 4 月を目途とする新運行計画作

成事業経費（1 億 1080 万円）。

連続立体交差事業
　全事業区間約 2.9km の仮線切替

え及び愛宕駅東口仮駅舎設置と東

口改札を開設する（28 年度前倒し

含む 9 億 4080 万円）。

船形吉春線道路整備事業
　国道 16 号から県道我孫子関宿

線までの区間で今年度開通を目指

す（28 年度前倒し含む 3 億 190

万円）。

　なお、より詳細には野田市の

ホームページで、「市政の疑問にお

答えします」→ 「行政・財政」 →「財

政」 →「平成 29 年度予算について」

とたどってご覧ください。やっと

少しわかりやすくなりました。

市の主な新年度予算紹介

共謀罪で主権者は政府？
憲法の空洞化進む
絶対廃案



週刊新社会号外　野田市版 1719号 1988年 1月 18日第三種郵便物認可

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

　陸軍の反対を押し切ってポツダ

ム宣言を受け入れ、太平洋戦争を

終戦に導いた総理大臣、鈴木貫太

郎氏の孫の鈴木道子さん（85 歳、

東京都文京区）が 15 日の東京新

聞に登場した。

　記事によると道子さんはミュー

ジックペンクラブジャパン会長を

務め、国会に提出された共謀罪法

案に平和の危機を感じて、会とし

て反対声明を出した。道子さんは

戦後関宿（現野田市）に戻った貫

太郎氏の臨終（満 80 歳）に立ち会

い、「永遠の平和」と 2 回繰り返し

たことを覚えている（当時 16 歳）。

　音楽評論家として今日まで過ご

してきた道子さんは当然平和への

思いは強い。戦後 70 年の 2015 年

1 月の東京新聞では、都内で近所

だった祖父の家に良く遊びに行っ

た記憶を語り、「戦中でしたがす

でに、日本をどう再建するかを考

えていたのだと思います。関宿で

酪農を広めたのも将来のことを考

 「テロ等準備罪」反対声明文

　世界は極めて不穏な状況にあり、日本も戦後 70 年

を過ぎた今、戦前を想起させるような右傾化の道を

辿っていることを、私たちは深く憂慮しています。国

会では 3 度も廃案になった「共謀罪」を政府与党が「テ

ロ等準備罪」と名称を変えて再びその成立を目指し

ています。

　この法案は、表向きはテロを未然に防ぐという名目

で生み出されたものですが、その適用範囲は曖昧で、

時の政権による恣意的運用を可能にしています。犯

罪を目的としない思想、想像、表現にまで大きく網

をかけ、捜査対象にされてしまう可能性があります。

このまま法案が成立すれば、人々は委縮し、自主規制

社会と、それに引き続く監視社会が到来することにな

るでしょう。それは日本国憲法で保障された集会の

自由、結社の自由、そして私たちにとって最も切実な、

言論表現の自由が侵されることに他なりません。

　このような法律の制定は決して容認できるもので

はありません ｡

　ミュージック・ペンクラブ・ジャパンは「テロ等

準備罪」の名を借りた実質的な「共謀罪」の成立に

強く抗議し、ここに反対の意を表明します。

一般社団法人 ミュージック・ペンクラブ・ジャパン会長

　鈴木道子

えていたから」と

話を続けている。

　そして「祖父が

首相になったとき

に、戦争を収める

つ も り だ っ た の

か、促進する気持

ちだったのかはよ

く議論になるとこ

ろです。家族の立

場からみると、主

戦派と和平派のバ

ランスを取りなが

ら腹芸で終戦に持

ち込もうとした意

志は明らか」と評

価する。

　その上で「辞世

の言葉『永遠の平

和』は、不穏な時

代となった今、重

い メ ッ セ ー ジ に

なっている」とま

とめている。

衆議院議員会館前で 12 日

　共謀罪法案が衆議院法務委員会

で今週山場を迎える。与党は取り

調べの可視化を検討すると付則に

入れる（だけの）修正案を自民、公明、

維新で合意したので、あとは数の

力で押し切ろうと

構える。

　なんとしても共謀罪を作らせま

いと、先週から国会周辺で抗議行

動が行われている。18 日から 19

日程 時間・行動
16 日・火 12 時～ 13 時 議員会館前行動 13 時半～ 16 時 同・座り込み 18 時半～ 日比谷野音集会・銀座デモ

17 日・水 12 時～ 13 時 議員会館前行動 13 時半～ 16 時 同・座り込み 18 時半～ 議員会館前行動（1 時間）

18 日・木 12 時～ 13 時 議員会館前行動 13 時半～ 16 時 同・座り込み 18 時半～ 議員会館前行動（1 時間）

19 日・金 12 時～ 13 時 議員会館前行動 13 時半～ 16 時 同・座り込み 18 時半～ 国会正門前行動

日に衆院通過が強行されかねな

い。そのため表のような日程で抗

議行動が続く。ご参加を。

拙速審査でも共謀罪法案衆院山場
連日国会行動  何としても阻止を

鈴木貫太郎の孫  平和への思い

永遠の平和を損なう共謀罪法案


