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大都市化と大規模インフラ
の日本は戦争できると思い
ますか。避戦しかない。

北朝鮮問題で臨戦訓練へ 野田市も動員

国民あおる安倍内閣の目的は戦争できる国
野田市のホームページに先月 25

らず、東京メトロ

日、
「北朝鮮によるミサイル発射の

や北陸新幹線など

緊急放送を確認した場合の行動に

で約 10 分間運転

ついて」と題して、
「北朝鮮により

を見合わせる措置

発射された弾道ミサイルが日本に

が取られた。メト

飛来する可能性がある場合、国が

ロの運転中止は相

その状況に応じて『関係する地域』 互乗り入れをして
へ J アラート ( 全国瞬時警報シス

いる東武線にも影

テム ) を使用した緊急情報を送信

響を与えている。

します。野田市ではミサイル発射

これに対し韓国

に関する J アラートの緊急情報を

メディアは「北の『失敗した』ミ

ス）
、
「日本、北のミサイルに地下

受信した場合、防災行政無線が自

サイル発射に地下鉄まで止めた日

鉄を止める『勇み足』
」と報道して

動起動し『国民保護に係る警報の

本…過剰対応が物議」
（聯合ニュー

日本の対応を冷やかに報道した。

サイレン音』を伴う緊急放送が流
れます。また、同時に国により携
帯電話各社の緊急速報メールも配
信されます」と掲載された。
これは政府が全自治体に指示し

外敵作り改憲状況生み出す安倍政権
安倍内閣はアベノミクスの失敗

東海岸で中・朝がやったら、米国

や森友問題などを覆い隠せなくな

民はどういう感情を抱き、米軍は

り、米国頼みと「北朝鮮問題」で

どう動くのか。考えるまでもない。

たもので、野田市もそれに従った。 支持率の維持を図っている。

北の核開発を止めるのは、米朝

そして 29 日朝 6 時ごろ、
「北朝

米国が化学兵器問題でこれまで

が平和条約を結んで朝鮮戦争を完

鮮」はミサイル発射実験を行った

の方針を翻し、国際法に問題が

全に終わらせることだ。もちろん

が、直後に爆発し失敗している。

あってもシリア国内にミサイル攻

簡単ではないが、話し合いでしか

撃をした。次は北への攻撃に対す

解決しない。

打ち上げが失敗したにもかかわ

る期待感をあおってい

7 日に市内で開催された「世界

るのが安倍内閣だ。国

の取材現場から見た日本」と題し

内のマスコミ報道は原

た講演会で、講師の TBS『報道特

因と結果を逆にして報

集』の金平茂紀キャスターは、
「次

道し、北を非難する。

は北朝鮮を攻撃しろ」とばかりの

米・韓軍は北の目と

報道姿勢は危険だと指摘している

鼻の先で最高首脳を殺 （写真上）
。
す合同軍事演習をして
いるが、これを米国の

左下の写真は同講演会後のピー
スパレード。

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。

週刊新社会号外 野田市版 1718 号

施設名
1 斎場
2 関宿斎場
3 野田市駅市営第 1 自転車等駐車場
4 同・第 2 自転車等駐車場
5 川間駅南口第 1 自転車等駐車場
6 梅郷駅東口市営自転車等駐車場
7 農産物直売所
8 心身障がい者福祉作業所
9 関宿心身障がい者福祉作業所
10 あおい空
11 こだま学園
野田市がホームペー 12 あさひ育成園
13 あすなろ職業指導所
ジで市の施設を使って
14 複合老人ホーム楽寿園
市に代わって運営する 15 岩木小学校老人デイサービスセンター
指定管理者運営施設一 16 南部保育所
17 尾崎保育所
覧を公表した。
18 清水保育所
関係者の熱意でつく 19 花輪保育所
られた社会福祉法人な 20 北部保育所
21 木間ケ瀬保育所
どもあるが、保育所は 22 東部保育所
すべて株式会社の運営 23 郷土博物館
24 市民会館
となっている。
25 総合公園
もちろん市に代わっ 26 関宿総合公園
て市民サービスを一生 27 関宿少年野球場
28 春風館道場
懸命担ってはいるが、 29 文化会館
問題は利益を出すため 30 野田公民館
の切り札、低賃金労働 31 中央コミュニティ会館
32 せきやど図書館
が問題だ。これが前提 33 関宿コミュティ会館
の指定管理者制度は認 34 南図書館
35 北図書館
めるわけにはいかない。
36 南コミュニティ会館
37 北コミュニティ会館

株式会社等の
野田市施設で

の利益活動
それは低賃金
労働現場
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指定管理者名
タカラビルメン株式会社
タカラビルメン株式会社
サイカパーキング株式会社
サイカパーキング株式会社
サイカパーキング株式会社
サイカパーキング株式会社
農事組合法人ゆめあぐり野田
社会福祉法人野田みどり会
社会福祉法人はーとふる
社会福祉法人野田みどり会
社会福祉法人はーとふる
社会福祉法人はーとふる
社会福祉法人はーとふる
社会福祉法人野田みどり会
社会福祉法人野田みどり会
株式会社コビーアンドアソシエイツ
株式会社日本保育サービス
株式会社こどもの森
株式会社日本保育サービス
株式会社コビーアンドアソシエイツ
株式会社コビーアンドアソシエイツ
アートチャイルドケア株式会社
特定非営利活動法人野田文化広場
特定非営利活動法人野田文化広場
野田市開発協会・シンコースポーツ共同事業体
毎日・首都圏・シンコースポーツ共同事業体
毎日・首都圏・シンコースポーツ共同事業体
特定非営利活動法人野田春風会
野田市文化会館・欅のホール活性化共同体
野田市文化会館・欅のホール活性化共同体
野田市文化会館・欅のホール活性化共同体
株式会社図書館流通センター
株式会社図書館流通センター
野田 TRC グループ
野田 TRC グループ
野田 TRC グループ
野田 TRC グループ

平和が日々の暮らしの基盤。平和を 70 年間守り通した憲法を私たちが支える
東京臨海広域防災公園で開かれた「施
行 70 年 いいね！日本国憲法 平和とい
のちと人権を！ 5・3 憲法集会」の一コマ。

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

