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日程 順位 氏名 会派

15 日

木

1 染谷信一 政清会

2 中村あや子 公明党

3 小椋直樹 民進連合

4 織田真理 日本共産党

5 長南博邦 新社会党

16 日 

金

6 舩橋繁雄 みん清クラブ

7 小室美枝子 市民ネット

8 栗原基起 新しい風

9 谷口早苗 無所属の会

10 山口克己 政清会

19 日 

月

11 吉岡美雪 公明党

12 滝本恵一 民進連合

13 小俣文宣 政清会

14 内田陽一 公明党

表1　一般質問日程

期　日
開議予

定時刻

会議

予定
主な会議内容

14 日・水
10 時 本会議

議案質疑、委員

会付託

上記後 活性化等 議会活性化案件

15 日・木

10 時 本会議 　一般質問16 日・金

19 日・月

20 日・火

10 時 総務

　議案等の審査

13 時 環境経済

上記後 議会運営

21 日・水
10 時 文教福祉

13 時 建設

26 日・月 10 時
本 会 議 

（閉会）

委員長報告、質

疑、討論、採決

表2　今後の議会日程

　6 月議会では定例となっている

4 月人事異動に伴う課長職以上の

職員紹介から始まる。

　その後、中村利久議長が

欠席のため、西村福也副議

長が開会を宣言したのち、

前議会で採択された陳情や

可決された意見書の処理経

過と結果、さらには市長か

ら各種報告が文書で配布さ

れていることが報告され

る。続いて欠席議員報告、

そして 3 月 31 日で任期満

了となった斉藤弘美水道事

業管理者を市長が再任した

ことを市長から報告を受け、同管

理者からあいさつがされた。

　会議に入ると最初に会議録署名

議員の指名が行われ、7 日から 26

日までの会期日程が決定される。

さらに専決処分承認案件 2 件、議

案 12 件が一括上程された。

　最後に市長と副市長から市政一

般報告と提案理由の説明が 1 時間

20 分にわたって行われた。

　初日の焦点は病気の議長が辞職

して議長選挙があるのかというこ

とだったが、今議会は病欠で通す

見込み。そうなると 1 年任期の副

議長選挙は最終日か。

議会初日の運営風景

　6 月議会には野田市が関わる事

業体、一般財団法人野田市開発協

会や野田市開発公社、野田業務

サービス株式会社、さらに株式会

社野田自然共生ファームの経営状

況が報告される。

　開発協会のゴルフ場部門が債

務超過状態になったこともあり、

しっかりとみていかなければなら

ない。そのゴルフ場経営は、河川

敷のひばりコースはバブル時代以

来の年間 6 万人の大台に乗せた。

年間利用者数はけやきコースと併

せて 10 万 3 千人。

　専決処分の認定は地方税法改正

が年度末に成立し、議会開催がむ

ずかしいとして市長が専決処分し

た税条例と国保条例改正。

　議案は、第 1 号税賦課徴収条例

等の一部を改正する条例の制定、

第 2 号職員の退職手当に関する条

例の一部を改正する条例の制定、

第 3 号職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例の制定、

第 4 号教育文庫基金の設置、管理

及び処分に関する条例の一部を改

正する条例の制定、第 5 号中央小

学校児童奨学基金の設置、管理及

び処分に関する条例を廃止する条

例の制定、第 6 号財産の減額貸付

け、第 7 号高規格救急自動車の購

入、第 8 号道路線の認定、第 9 号

道路線の廃止、第 10 号損害賠償の

額の決定及び和解、第 11 号野田

市一般会計補正予算（第 1 号）第

12 号次木親野井特定土地区画整理

事業特別会計補正予算（第 1 号）。

各種報告も含めた詳細は、野田市

ホームページ右上のサイト内検索

で 1010626 と入力するとわかる。

議長不在で6月議会始まる

12日から中学校エアコン稼働

共謀罪廃案か強行か、
今週が焦点。国会前
に集まろう
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　新社会党委員長に岡崎宏美さん

が就任したことを励ますつどいが

11 日、神戸市内で行われ、おさな

み議員も本部書記長として参加す

るなど、80 名余が連帯激励に集

まった。

　岡崎委員長は 90 年に神戸市初

の女性衆議院議員として

初当選。2 期を務めたが、

98 年の小選挙区制による

総選挙で惜敗した。

　その小選挙区制がもた

らした専制政治と民主主

義と平和の後退、暮らし

の不安の増大が広がる

中、満を持しての登場

だ。

　右の写真は新調され

た新社会党の政策ポス

ター。

野党結集で安倍政治追い込む

市政報
告から

　保育行政では、今年度当初の狭

義の待機児童はゼロだったが、入

所できないために育児休業の延長

などの保留者数は 95 人、6 月 1

日には 115 人と増えている。うち

73 人は保育士不足のため。行革と

いう保育行政のコストカット路線

が市民に悪影響を与え、働く権利

を阻害していることは明らかだ。

　初めて千葉県が月 2 万円の給与

アップ施策は、県と市の折半であ

り、私立園に適用されるものだが、

焼け石に水の政策だ。

　学童保育では同学区内の過密学

童とそうではない学童の問題解決

のため、保育時間を同じにするこ

とが必須だが、公立学童の保育時

間延長の対応で職員組合と交渉に

入っている。保護者会の有無も選

択肢に入っているというが、これ

は地域での子ども会入会を避ける

10日の国会包囲行動で

という「わが子だ

け」意識と同質だ。

　教育行政では、

中学校のエアコン

が今月 12 日から

稼働される。二学期制開始からな

んと 14 年目だ。

　スポーツ庁が運動部活の在り方

に関するガイドラインを今年度中

に策定することにあわせて、野田

市教委は文化部も含

めた部活ガイドライ

ンをつくる。

　学習支援に関して

子ども未来教室を中

学生対象に始めたが、

想定の倍の654人（全

体の 16％）となって

おり、出席率も高い

という幸先の良いス

タートを切っている。

子どもと教育行政から


