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一般質問始まる

本紙今週号「政界メモ帳」
はおさなみ前議員が書いて
います。ご笑覧を。
求める陳情に、議会がどう対応す

総務委員会陳情審査が議会体質現す
一般質問が 10 日から始まった。 陳情第 3 号 とんとんみずき橋の

るのか注目。二元代表制が機能し
ているか否かを示すリトマス試験
紙となろう。

今回は政清会の初当選組のうち、 腐朽に関しその管理事務について
中村裕介、木村欽一両議員が行う。 監 査 委 員 に よ 表 1 一般質問一覧（1）
これで濱田勇次議員が取り残され る行政監査の実 期日
質問者
る形になった。

施を求める陳

猛暑の後ということもあり、各

情や、陳情第 4

公共施設や給食調理室の暑さ対策

号 とんとんみ

が取り上げられている。小中学校

ずき橋の腐朽に

のエアコン設置は終わったが、工

より撤去せざる

事費用の不適正問題が 6 月議会に

を得なくなった

続いて提起される。

ことについて責

また国内で台風、豪雨被害が起

任の所在を明ら

こり、治水対策の推進も課題と

かにするととも

なっている。野田市は低地が多く

に関係職員等に

三方を河川に囲まれているだけ

対して懲戒手続

に、いったん水害が起こると被害

をとることを求

は甚大。その時想定外だったとい

める陳情、さら

うわけにはいかない。

に陳情第5号

ごみ袋の記名問題があらためて

小学校等の空調

取り上げられるのは新住民が増え

設備設置工事設

ている中でタイムリーだ。

計業務委託に係

陳情審査が議会を試す
そして総務委員会で審査される

る事務に関し監
査委員による行
政監査の実施を

表 2 委員会日程
期日
13 日
(木)
14 日
(金)
18 日
(火)
19 日
(水)
20 日
(木)

開議時間
10 時
13 時
10 時
13 時

委員会名
審査内容
総務
環境経済
文教福祉 議案等の審査
建設
決算審査

10 時

特別委員
会

平 成 29 年 度 各
会計決算の審査

質問項目
中村裕介 梅郷駅西地区の土地利用、駐輪場
保育士確保策
政清会 今上木野崎線の現状と今後
西村福也 高齢者肺炎球菌ワクチン接種
公明党 給食センター・調理場施設現状と対策
小倉良夫 ＩＣＴ教育
子供の貧困対策
民主連合 高齢化とごみ収集
10 日
公設公営保育所の保育士募集
月
織田真理 避難所や生活保護者宅のエアコン
ハザードマップ全戸配布
日本共産党 通学路の安全対策
白鷺川の清掃
学校の空調工事の価格問題
小室美枝子 生活支援体制整備
市民ネット 訪問看護師・介護職への暴力
水道管の耐震性と対策
谷口早苗 自転車レーン整備・運転マナー対策
ゴミ指定袋の記名制見直し
無所属クラブ 小中学生の登下校時の荷物問題
池田利秋 我孫子関宿線拡幅整備
地域クラブ 六丁四反水路整備
連続立体交差事業と周辺道路対策・
木村欽一 愛宕駅東地区整備進捗
清水公園駅西口広場と周辺道路整備
政清会
道路管理・地籍調査
11 日
治水対策の国等への要望
火
いじめ問題
内田陽一 公共施設の暑さ対策
公明党 税等の滞納者対策
学校などの防災対策
災害時のごみ対策
小椋直樹 公立夜間中学校開設
学校プールの老朽化対策
民主連合 可燃ごみ袋の材質強化
外国人支援
質問項目は意訳・整理してあり、会派名は通称。文責
は編集部。12 日分は裏面

おさなみ前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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野田市駅前暫定広場を開設したが
右の図のように野田市駅前の暫

た。

定駅前広場が先月 24 日から使え

運転マナー

るようになった。しかし、9 月 6

に頼らざるを

日朝の通勤時間帯で見る限り、こ

得ないのか。工

の広場を利用している車は 2 割あ

事に伴うジレ

るかどうか。企業バスですら相変

ンマだ。

わらずが散見された。
市から委託されている指導員は

図は市のＨ
Ｐのものを元

いるが、あくまで歩行者の安全確

に一部手を入れ 表 3 一般質問一覧（２）

保のため。自動車はその目の前を

た。

平気で止まったり回ったりしてい

北海道で大地震 原発すぐ廃止
いぶり

北海道で震度 7 にも及ぶ大地震

海道胆振東部地

が起きた。1993 年に釧路沖地震 ( マ

震（M6.7）だ。

グネチュード 7.5)、同年に北海道

地震の巣、日

万世沖地震 (M 7.8)、1994 年に北

本列島のどこに

海道東方沖地震 (M8.2)、2003 年に

も原発の置き場

十勝沖地震 (M 8) が発生に続く北

はない。
即廃止！

特養ホーム増設・介護人材対策
星野幸治 障害者差別解消法と障がい者雇用
日本共産党 日の出町浸水対策
オストメイト対応
木名瀬宣人 パークゴルフ場整備
市政 70 周年に向けて
政清会 野田市駅と駅前整備について
１２
９条改憲と市長の見解
日
長 勝則 公契約条例の課題
水
耐震改修促進
日本共産党 ブロック塀の安全対策
関宿地域の行政サービス格差対策
民生委員の負担軽減
竹内美穂 えんがわ事業（介護予防）の課題
政清会 有害鳥獣対策
まめバス見直し

さようなら原発全国集会
9 月 17 日（月・祝）
代々木公園Ｂ地区
千代田線代々木公園駅下車
出口４Ｅ 徒歩 5 分

12：30 開会 コンサート
13：00 各界発言
15：30 デモ出発
主催 「さようなら原発」一千万
署名 市民の会
内橋克人、大江健三郎、
落合恵子、鎌田慧、坂
本龍一、澤地久枝、瀬
戸内寂聴

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

