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入学準備金 3 月支給要望実る

12 月補正予算で前倒し支給
野田市も中学校の入学に係る就

昨年度末の受給者は小学生で

今年もお世話になりました。
来年もよろしくお願いいた
します。

号外編集部一同

化された入学
準備金1項
目に絞った陳
情が提出さ
れて、すでに

学援助費（入学準備金）を入学前

663 人、中学生は 418 人だったが、 教育委員会も

に支給することになった。

支給日は入学準備金にあたる新入

前向きであ

学児童生徒学用品費も含めて 7 月

り、全会一致で採択された経過が

だった。

ある。

就学援助は生活保護に準ずる収
入の家庭（野田市は生保基準の

これに対して、6 月議会では就

提出者はいずれも新日本婦人の

支給内容は学用品費、通学用品費、 学援助制度拡充を求める陳情が提

会野田支部であり、裏面にあるよ

新入学児童生徒学用品費等、修学

出された。しかし、すでに行って

うに、かつては提出者と立場が違

旅行費、校外活動費、給食費、そ

いる項目があるなどで、反対多数

うというだけで反対するものでは

して医療費である。

で不採択。9 月議会には今回予算

なくなったことは、議会として前

1.25 倍まで）等に支給されるもの。

進といえる。

議長が県市議会議長会に提案しても議員は知らず

これによって新中学生について
は遅くとも 3 月に入学準備金が支

自治体でバラバラになってお

は政清会。共産党が提出したもの

給されることになり、学生服や体

り、自治体負担が大きいこども医

を見て、野田市議会議長が県市議

操着などの購入にあてられる。た

療費助成について、国が制度化す

会議長会に同じ趣旨で国に要望書

だ、小学生については入学前の状

べきとの意見書が 2 件提案され、 を提出するよう求めていたという

態が複雑で、集計に困難があると

可決と否決と分かれた。

して今後の課題となる。

ことに気がついたためという。

意見書の要点は同じであるが賛

議長がそのように動いていたこ

否が会派で分かれた。後出したの

とは良いことだが、野田市議会議

長として提案したものを所属議員
に知らせていないということは大

12 月議会の請願・陳情・意見書

○野田市公式ホームページについ

きな問題で、市民への情報提供ど

採択・可決されたもの

て審議会会議資料等の公表ページ

ころではない。

○「国における平成 29 年度義務

の改善を求める陳情

教育予算拡充に関する意見書」採

○国による子ども医療費の無料化

の点を指摘し、議長名で行ったこ

択に関する請願

等の実施を求める意見書

とは議会に報告する必要があるこ

おさなみ議員は賛成討論で、こ

○「義務教育費国庫負担制度の堅

なお、県道川藤野田線の進捗状

と、また、発議（意見書提案）に

持に関する意見書」採択に関する

況は、合併時の県に対する最重要

ついても現状ではそれぞれがすり

請願

要望の一つで、計画では平成 30

あわせする時間がないため、小異

○県道川藤野田線（都市計画道路 （2018）年度完成だが、今年 10 月

を突いて反対する等が起こるた

今上木野崎線）の早期完成を求め

末の用地取得率は 25.8％。再び計

め、事前調整する時間と仕組みを

る意見書提出に関する陳情

画期間の延長は避けられない。

検討するよう求めた。

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。
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するようになった。それにしても

過去を整理し今と未来を思う

ン経由で輪転機にデータを移して

資料がどこに行っても山積みで

のもの。
それまでワープロで作成して

と片付け始めた。しかし、なんで

が、96 年 9 月からパソコンで編集

度紙に印刷し、それを輪転機にか
けていたためだ。

議会の追随が前市長のワンマン化へ

らず、いちいちチェックしなくて
はならないから進まない。

印刷するので鮮明だが、印刷機を
買い替えるまでの 10 年間は、一

ゴミ屋敷と化していた自宅をやっ
も捨てればよいということにはな

写真の写りが悪い。現在はパソコ

96 年 6 月市長選挙で前市長の

ろとの圧力があり、社会党議員の

まず各号 1 部を残して整理した

根本崇氏は 2 期目の当選を果た

分裂、4 月末の日本社会党野田総

のは週刊新社会野田版号外。新社

した。選挙戦はこれまでと様相が

支部の解散大会へと続いていた。

会党として独立した 96 年当時、 一変し、労働組合の連合が根本氏
そして 99 年から 2000 年にかけて

を推せんし、社民党も推せんにま

成は 32 人中、与党が 25 人。改選

わった。その年の 3 月議会で、労

となった議長と副議長はともに市

働組合が現職市長推せんになった

長を支えてとあいさつ。ここにワ

から、組織内議員は予算に賛成し

ンマン市政の独走態勢が築かれた

沖縄問題・経済対策今も バブル崩壊
現在に続く課題として、96 年 9
月の「日米地位協定見直し・米軍

市長選は現職の圧勝で、議会構

（9612 号）
。

ものの、坪 16 ～ 18 万円で販売さ

号では 12 月議会の報告で、野田

れた。

市などが競輪事業から撤退するこ

基地縮小」に対する沖縄県の住民

9912 号では野田市の宅地平均

投票に連帯するＪＲ柏駅等におけ

地価が坪 40 万円割れしたとの報

9940 号では国道 16 号のバイパ

る模擬住民投票を新社会党が行っ

道ともに、みずきのまちの分譲が

スで船形南交差点を起点とする千

た。沖縄県では 91.3％が賛成し、 進まず、現在のみずき小学校の開

葉柏道路のルート検討案が報告さ

校の遅れを報じている（2003 年 4

れ、当時 2024 年度完成を見込ん

月開校）
。

だが、実現可能性はないとみられ

柏では 98％が賛成（9618 号）
。
その場限りのばらまき政策の源
流となった地域振興券（低所得者
に対する消費税増税の戻し減税の
性格）は 98 年 12 月議会で可決し
た（9835 号）
。

その年の暮れも押し迫った 9939

とが報じられた。

ている。

目の前の課題に立場で反対とは
この 12 月議会では保守 2 会派

が否決した（9941 号）
。

99 年になると、野田市内の区画

と公明党が原子力の安全行政の恩

翌年度に始まる介護保険制度関

整理事業を行っているゼネコンが

本的見直しを求める意見書に対し

連の記事が多かったのも 99 年の

苦境に立たされ、堤台地区からフ

て、原発反対派が提案したから反

特徴だった。

ジタが撤退（後継企業が決まり完

対という態度で否決。

また、三ツ堀の清掃工場のダイ
オキシン工事では地元の理解がな

成にいたった）
、座生と七光台の事

同様に、解雇規制と安定的な雇

業者が金融機関に債権放棄を求め

用確保対策を求める意見書や、老

い中で多数で議決した（9927 号）
。

ていると報道した（9908 号）
。保

後の暮らしを直撃し、将来不安を

この地元との軋轢がその後のごみ

留地処分価格は坪 70 万円を想定

高める年金「改正」に反対する意

行政に暗い影を投げかけることに

しており、その後七光台地区では

見書、安心できる介護保険制度の

なる。

事業者が撤退し、事業は完成した

実現を求める請願等に保守・公明

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

