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新社会党へのご連絡は長
おさなみひろくに

南博邦 ℡ 7125-2627  E-mail hiro-osanami@tbf.t-com.ne.jp週刊新社会号外 1820号 第三種郵便物認可

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。

名前
市議
歴

年齢 住所 職業等 所属政党等 ＨＰ等

1 星野 幸治 現１ 69 野田 元病院事務次長 日本共産党 ＦＢ

2 難波 喜美男 新 64 みずき 元銀行員 無所属 ＦＢ

3 滝本 恵一 現１ 49 木間ケ瀬 会社員 国民民主党 ＦＢ

4 木名瀬 宣人 現１ 37 中根 会社員 無所属・政清会 ＦＢ

5 谷口 早苗 現１ 40 花井 ドッグサロン社長 無所属 ＦＢ

6 池田 利秋 元１ 70 木間ケ瀬 建築会社社長 無所属 不明

7 小椋 直樹 現１ 53 尾崎台 保険代理店代表 国民民主党 ＦＢ

8 平井 正一 現３ 57 下三ヶ尾 運送会社社長 自民党・政清会 ＦＢ

9 織田 真理 現２ 54 野田 党市議団長 日本共産党 ブログ

10 浜田 勇次 新 62 山崎 一級建築士 無所属 不明

11 西村 福也 現３ 63 山崎貝塚町 党県幹事 公明党 ＨＰ

12 椿 博文 現１ 62 春日町 党副支部長 公明党 ＨＰ

13 渡辺 崇
たかひろ

礼 新 28 宮崎 会社員 無所属 不明

14 邑
お う ら

楽 等 現１ 61 関宿台町 農業 無所属・政清会 ブログ

15 長 勝則 新 58 中根 党地区委員 日本共産党 不明

16 山口 克己 現２ 59 上花輪 自治会長 無所属・政清会 ＦＢ

17 深津 憲一 現２ 66 大殿井 運送会社社長 無所属・政清会 会派ＨＰ

18 石原 義雄 現５ 73 尾崎台 元地区社協会長 国民民主党 ＦＢ

19 染谷 信一 現２ 67 清水 アパート賃貸業 無所属・政清会 会派ＨＰ

20 神原 誠一 新 54 親野井 障害福祉施設職員 無所属 不明

21 川崎 貴志 新 54 野田 学習塾塾長 無所属 ＦＢ

22 吉岡 美雪 現２ 55 中根 元会社員 公明党 ＨＰ他

23 中村 裕介 新 41 山崎 会社員 無所属・保守系 不明

24 小室 美枝子 現２ 58 山崎 元専門学校講師 市民ネットワーク ブログ

25 内田 陽一 現４ 54 木間ケ瀬 電気工事業 公明党 ＨＰ他

26 木村 欽一 新 58 清水 元市職員 無所属 不明

27 小俣 文
ふみのぶ

宣 現５ 72 上花輪新町 ＮＰＯ法人役員 無所属・政清会 会派ＨＰ

28 舩橋 繁雄 現４ 69 関宿元町 一級建築士 無所属 不明

29 古橋 敏夫 現２ 47 木間ケ瀬 農業 無所属・政清会 ＦＢ

30 竹内 美穂 現４ 62 谷津 会社員 無所属・政清会 ＨＰ

31 鶴岡 潔 現３ 68 東宝珠花 会社役員 無所属・政清会 不明

32 中村 あや子 現１ 59 木間ケ瀬 党副支部長 公明党 ＨＰ他

33 小倉 良夫 現４ 66 大殿井 党県常任幹事 社民党 不明

34 岡田 真吾 新 43 船形 会社役員 無所属・保守系 ＦＢ

35 栗原 基起 現１ 37 岩名 会社代表 無所属 ブログ

36 佐
さ じ き

直 友樹 新 38 尾崎 元派遣社員
NHK から国民を守
る会

Twitter

表１　市議選立候補者一覧
　届出順、「ＨＰ等」はホームページ、ブログ、フェイスブックなどで経歴等をウエブ上

　にアップしている候補者で、「不明」は見つからなかった者。職業等は東京新聞から。

　28 の定数に 36 名（うち、

新 人 10、 元 職 1） が 挑 む

市議選が 20 日始まった。

定数 32 に 42 名立候補し

た 06 年の合併後初の市

議選以来の乱戦となった。

　政党別では公明 5、国

民民主 3、共産 3、自民

1、社民 1、市民ネット 1、

NHK から国民を守る会 1、

無所属 21（わかる範囲で無

所属は保守系と現職は政清会

とした。実際はほとんど保守

系と見て間違いない）。女性

候補者は 5 名と少ない。

　この中ではっきり野党

と思われるのは共産と市

民ネットで、全員当選して

も 4 議席。選挙後の行政

監視力は期待できるのか。

もちろん二元代表制の地

方自治体にあっては与野

党の区別はない。議員は

きちんと行政を監視する

一方、長短期の政策提言

をしっかりやらなければ

ならない。間違っても議

員の座や多数にあぐらを

かくことは許されない。

　投開票日は 27 日。深

夜 11 時半ごろにほぼ当

落が決まろう。

市議選 12 年ぶりの多数立候補

存在感示せる議会めざしてほしいが

来週は本紙休刊のため

本号外も休みます。
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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
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　市民が野田市と教育委員会に対

して情報公開を求めた行政訴訟裁

判で 16 日、東京高裁は一審に引

き続き、原告勝訴を言い渡した。

これで市と同一市民が争った裁判

は 2 件とも市民が勝訴した。

　おそらく判決はこのまま確定す

ると思われるが、野田市と教育委

員会の判断責任が問われるのは間

違いない。

　この裁判は市民の文書開示請求

を野田市と教育委員会が権利の濫

用として却下したこと、及び異議

申し立てについても同じ理由で却

下したことは違法だから取り消せ

との裁判を起こしたもの。

　地裁は昨年 10 月に原告勝訴の

判決を出した。その内容は権利の

濫用に当たらないので、それを理

由にした情報公開請求却下処分は

取り消す。また、同じ理由によっ

て審査会に諮ることなく異議申し

立てを却下したことも違法がある

と判示している。

　この件についておさなみ議員は

3 月議会で野田市や教育委員会に

見解を求めたが、係争中のため答

弁を控えるとして逃げていたもの

だ。おさなみ議員は高裁において

野田市側の逆転勝訴は困難と見て

いたがその通りとなった。

　ただ、これらの裁判等を通して、

野田市の情報公開等の対応が改善

されたのは救いだ。

市民勝訴

情報公開請求裁判高裁判決

市民が地裁に続き勝利


