
無料行政・法律相談　上記の連絡先にいつでもどうぞ　　弁護士や議員が対応します

週刊新社会号外　　野田市版１７４２号　　２０１７年１１月発行　　　　　　1988 年 1 月 18 日第三種郵便物認可

野田市議会議員・新社会党　長
おさなみ ひろくに

南博邦

 おさなみ議会報告
事務所　野田市山崎貝塚町４４－３　TEL/FAX 7125-2627

　　　　　E-mail hiro-osanami@tbf.t-com.ne.jp

　　 ホームページ　http://osanami.web.fc2.com/

      facebook　https://www.facebook.com/hirokuni.osanami

　　発行所　新社会党　発行者　岡崎宏美
〒 101-0051
　東京都千代田区神田神保町 2-10 三辰工業ビル３階
            Tel 03-6380-9960  Fax 03-6380-9963
　振替 00140-0-149727　１ヶ月 600 円〒 160 円 1 部 150 円〒 40 円

野田市版 11 月号外

新社会週
刊

 http://www.sinsyakai.or.jp  E-mail  honbu@sinsyakai.or.jp

　写真はソウル市旧庁舎屋上から見た青瓦台（左奥）と光化門広

場。７月末に全国の超党派議員で、先進的なソウル市の労働行政

や市民運動、医療特区問題で自費調査してきました。

　6 月議会、9 月議会と続けて教
員の長時間労働を取り上げまし
た。過労死ラインを超す割合が多
く、しかも「残業代」が出ません。
　野田市教委は勤務時間把握と、
今年度からは全小学校に学級事務

支援員の配置、来年度からは出席
や成績などの学校事務を「統合型
校務支援システム』導入で事務の
合理化をしようとしています。
　しかし、問題は部活指導。残業
を命じることができないにもかか

わらず、平然と部活終了時間が勤
務時間外に設定され、早朝練習も
行われています。違法そのもので
す。週に一日、ノー部活デーが設
定されているといいますが、少な
くとも朝練はやめて、学習に集中
すべきです。作成中の「部活ガイ
ドライン」がそうした期待に応え
るものなのか、注視しています。
　もちろん、もっともっと教員を
増やして、多様な児童生徒に接す
ることができる体制をつくること
も肝心です。

　野田市のちょっと信じられない
ような行政ミスが続いています。
この議会でも 6 月議会の一般質問
が特養施設の入所率が大きく違っ

ていた市の資料に基づいて議論さ
れていたことがわかりました。
　3 月議会ではマイナンバーカード
紛失他2件のミスがあり、議会冒頭、

副市長が謝ったばかりです。なぜ
これほどミスが続くのでしょうか。
おそらく職員定数削減のツケが出
ているのではないでしょうか。
　民間運営となっている保育所の
保育士が集まらないことから待機
児童が出ていることが続いていま
す。決算委員会では学校給食調理
員が慢性的に不足していることも
明らかになりました。野田市の行
革は本末転倒が見られます。

教員の長時間労働対策待ったなし
部活指導どうするのかが焦点

行政連続ミスや保育士等不足
職員削減重点の行革が問題多発要因
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おさなみ議員のホームページは議会報告と写真が満載　osanami.fc2 と入力してください

　来年度に市町村単位から都道府
県単位に国民健康保険が変わりま
す。その際、保険料（税）がどう
なるのか、サービスはどうなるの
かが気になるところです。
　おさなみ議員はこの点について
質問しました。まず、遅まきながら、
やっと資産割（固定資産税の 5％）
が廃止されます。残された課題で
ある、近隣市に比べて割高な保険
料を下げるために、国の財政支援
を生かして下げるべきだとただし
ました。
保険料引き下げ1万円可能

　そのような中、国が国保の財
政支援する一つの指標としてい
る、「保険者努力支援制度」にお
ける野田市の評価が大変低いこ
とがわかりました。
　もちろん、この制度は保険料
の収納率を上げると評価が高ま
り、交付金も増えるシステムで
すから、全国では生活費からも
取り立てるなど、違法な滞納処
理など問題が起こっています。
　しかし、生活権に配慮しなが
ら、もっと何とかできないのか
というのが率直な思いです。下
記の表をご覧ください。

自治体 順位 得点

柏市 7

流山市 10

我孫子市 25

鎌ヶ谷市 28

松戸市 35

野田市 42

旭市 1 281

酒々井町 56 106

表 1  東葛 6 市と県内最高・最低

低すぎる野田市の評価

得点 全国順位
全国平均 198.67 ー

千葉県平均 188.33 34 位

表 2　全国平均と千葉県

自治体 所得割率 均等割額 世帯割額 資産割率

野田市 7.16 26,200 25,000 5.0

流山市 7.30 19,200 15,600

柏市 6.06 24,240 12,240

我孫子市 7.25 18,000 18,600

松戸市 7.52 19,500 18,000

鎌ヶ谷市 7.20 15,600 21,600

東葛 6 市の国民健康保険税（料）

率は％、額は円、均等割は世帯人数を掛ける。

世帯割は 1 世帯当たりの額

　昨年度の決算から見ると、まず
2 億円入れるはずだった法定外繰
り入れが 1 億 5 千万円ですみまし
た。それでも実質収支額が例年の
５割増し、約 15 億 4 千万円。一
人当たり約 3 万 3 千円になってい
ます。例年を越える分を使って、
一人 1 万円の保険税引き下げは可
能です。
　しかし、野田市はそれは一般会
計からの法定外繰り入れの廃止に
使いたいとの考えで、そのために
保険料が上がることはないという
だけにとどまりました。これは国

の考えに沿ったもの
なのでしょうが、最
終的にどうするのか、
県や近隣市の動向、
そして野田市の国保
運営協議会の議論を
見守っていかなけれ
ばなりません。

国保 県単位の広域化目前

この機を生かして保険料引き下げを

　東京直結鉄道の 2 回目の答申が
出たのを機に、再度調査が始まり
ます。この機会にこれまで鉄道事
業にかけた金額と今後の見通しに
ついて質問しました。
　答弁では誘致同盟会負担金は昨
年度までの合計が約 327 万円、総
決起大会助成金が 760 万円、調
査 関 係 費 が 約 3348 万 円、 合 計
4435 万円とのことです（旅費等
は除く）。肝心の埼玉県内自治体

の動きがまったく鈍いため、野田
市が結果的にムダ金を使うことの

ないよう、しっかりチェックし続
けます。

　おさなみ議員の 9 月議会での一
般質問項目は下記のとおりです。
①国民健康保険の広域化について
②行政のパートナーとなる民間事
　業者との連携と支援について
③鉄道政策

④茨木市視察の教訓をもとにした
　学力向上策について
⑤道徳教育について
⑥教員の勤務時間管理について

おさなみ議員の一般質問項目

鉄道政策費用はこれまで4435万円
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新社会党書記長として全労協大会であいさつするおさなみ議員

毎週木曜日早朝の駅頭宣伝は 32 年目（梅郷駅西口）

　市議 8 期目の最後の年、野田市
は課題が山積、議会改革は道半ば。
小政党とはいっても、新社会党書
記長として都内をはじめ、全国を
体力まかせで駆け巡っています。

　一般会計補正予算はこれまでの

予算額に 9 億 7474 万 9 千円が増

額され、総額で 483 億 1550 万 9

千円となりました。

　増額等となった主な支出は（1

万円未満は切り捨てで表記）

①地下鉄 8 号線整備検討調査委託

費 486 万円

②私立保育所と市保育所の指定管  

理者運営の保育士について一人月

額 2 万円を補助（3420 万円、う

ち県補助 1020 万円）

③地域密着型介護施設のスプリン

クラー設置費 1000 万円補助

④複合（養護・小規模特養）施設

楽寿園の施設整備費 2744 万円

⑤道路応急工事費等 6225 万円

⑥歩道整備や交通安全施設整備

683 万円

⑦アライグマ処分委託費 61 万円

⑧みどりのふるさと基金に 1240

万円積立（東新田区画整理組合か

らの寄付が原資）

⑨病院関係の災害対策無線設備設

置費 1016 万円

⑩自主防災組織資機材購入補助費

514 万円

⑪清水台小特別支援教室設計委託

料 435 万円（2019 年度開設）

⑫準要保護児童小学校入学準備費

393 万円

⑬オーバルボール一式購入費 10

万円（右図参照、卵型の楕円球を各チー

ムが４個ずつ持ち、スタートラインか

ら前方の得点ゾーンに入るように転が

すゲームで、基本は４チームの対抗戦。

７ｍ四方のスペースがあれば設置可能。

以上、世界あそび辞典から引用）

⑭財政調整基金積立 6 億 7 千万円

補正予算にマイナンバー関係予算があり反対
私立保育所保育士賃上げなど主な補正予算を紹介

おさなみ議員のフェイスブックは日々の行動や思い、そして写真が満載　
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労働相談は東葛ふれあいユニオン野田支部（おさなみ事務所内）まで　℡ 04-7125-1647

　3 月議会と 6 月議会における私

のテーマは市内人口のアンバラン

スと、そこから生じる各種の問題

をどう解決するのかでした。

　人口推計によって関宿地区と福

田地区は人口減少が激しいことは

わかっていました。それは当然高

齢化を伴います。住宅団地の抱え

る問題も大きくなっています。

　ですから野田市は買い物弱者対

策で生協に委託して、巡回販売車

まごころ便を運営。昨年末からは

宅配も始めました。

　しかし、これらの地域は調整区

域がほとんどを占めており、これ

までその多くは兼業農家として生

計を立ててきました。問題は兼業

できる雇用環境が市内外になく

なっていることです。その象徴が

福田第 2 小学校の複式学級（異な

る学年を一クラスに編成）でした。

　3 月議会では調整区域のまちづ

くりについて、①人口動向の認識、

②その原因、③新総合計画等での

当該地域対策、④人口対策として

の諸施策の展開を、6 月議会では

農家所得の向上策について、国政

とのかかわりや環境保全型農業と

の一体的な進展、共生ファーム型

農業の推進などを取り上げまし

た。

　しかし、展望の見える答弁はあ

りませんでした。豊かな企業城下

町が過去のものとなってから、東

京直結鉄道がすべてであるかのよ

うな、これまでの行政の流れを変

えなければなりません。その東京

直結鉄道政策も空きスペースの少

ない野田市駅に持ってくるという

のでは話になりません。

　他に依存するのではなく、自分

は何をするのか、行政はその枠組

みをどのように作り、サポートで

きるのかということが課題です。　今回の総選挙では野党の統一候
補づくり、市民と野党の共同が直
前で壊されました。希望の党の結
党と民進党の合流によってです。
　これによってアベ政治にストッ
プをかけたいが、投票する政党や
候補者がいなくなったと、史上 2
番目の低投票率となり、安倍政権
が続くことになりました。
　しかし、よく見ると野党統一候

補ができたところはけっこう勝っ
ています。それは野党票の単なる
足し算ではなく、期待票が上積み
されたからです。
　また、立憲民主党ができてリベ
ラル票の受け皿ができ、野党第
一党を希望の党に奪われな
かったのです。かろうじて
保守二大政党が国会を支配
する最悪の結果を防ぐこと

ができました。
　立憲野党がまと
まれば小選挙区に
おいても勝てる見
込 み が で き ま し
た。あとは有権者
の心をとらえる前
向 き な 経 済 政 策
と社会保障を打ち
出せるのか否かに

かかっています。新社会党も野党
と市民の共同の運動を進めるため
に、雇用政策や所得保障政策の議
論を進めています。

総選挙で勝つには立憲野党の一本化 ＆

実効性ある経済政策と社会保障

人口アンバランスが生活おびやかす

喫緊の課題は鉄道延伸ではない

3月・6月と連続して政策提言

公務労協ＨＰから引用


