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新年を適塾え＿て

−ふじしろ政夫−

明けましておめでとうございます。
戦争の20世紀から、平和で個人、個人が尊重される21世紀になってほしいと

いう思いで新たな世紀を迎えたはずです。しかるに、現実は、9．・11、パレスチナ
イラクに象徴される矛盾の激化という暴力の世界が始まってしまいました。
ブッシュ大統領の米国は、イラク戦争を推し進め、未だに占領しております。その米国に追随し、
5500億のお金と
自衛隊
をも提供しようとしている小泉政権の動きに大きな不安と恐怖を感じ
ます。
イラクへの自衛隊派遣は、戦後50年間築いてきた平和の構造を一挙に壊そうとするものです。今
の政治の流れに地方から一石を投じなければと考えます。
市民は、今自分の力で、自分たちの街をつくっていく 住民自治 の社会を目指し歩み出しました。
新潟県巻町住民投票からはじまる自己決定の動きは、これを押しとどめることはできません。
鎌ヶ谷市では、自治基本条例、地域福祉計画の市民参加による制定作業が、ワークショップ方式で
行われております。地域から国を変えていく住民一人一人の参画と自己決定で新たな社会をつくって
いきましょう。新たな年を、市民の年になるよう一歩踏み出しましょう。

12月議会で決まったこと

鑑釦0鋤。喝

□議員、市長、職員らの期末手当一年4．65月分から、4．4月分へ引き下げが決定しました。
ロ住民票の交付、印鑑登録証明書の交付などの手数料を200円から300円に改定
□公共下水道料金1立方メートルあたり20円以上の値上げ
□小規模業者に簡易修繕工事を年末年始にかけて発注することを可決。974万5千円
□「東鎌ヶ谷1丁目みんなのスポーツ広場」の継続利用に関する陳情が全員一致で可決
県に対して引き続き利用できるよう市は最善の対応をとることが要請されました。
□ 自衛隊のイラク派遣を中止するよう求める陳情は、賛成少数で否決されました。

全庁内

禁煙

へ向をナて動き出す！！

他人のたばこの煙を吸ってしまう「受動喫煙」の副流煙の方が、喫煙者の吸う主流煙より発ガ
ン物質の量が2−5倍もあります。ＷＨＯ（世界保健機構）は、「タバコ規制枠組み条約」を採択。
国は「健康増進法」03年5月1日より施行、受動喫煙の防止を訴えています。鎌ヶ谷市でも、市
民の健康を考え、これまでの分煙方式から原則禁煙の方向で検討に入りました。公共施設屋内で
の禁煙の方向になりそうです。
（環境保護のため再生紙を使用しています。）

Ｌ2月嶺会・−般質問・代表質疑での讃轟商命
二和川バイパス工事上流部

［畢車・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合」
業務委託の契約方法

着手へ向け全力の努力
質問（藤代議員）：10月13日の一時的集中豪
雨で二和川周辺の浸水被害は？

答弁（市民部長）：床上浸水4棟、床下浸水5棟、
道路冠水10ヶ所です。
質問（藤代議員）：10月14日市長はじめ職員
が現地調査をしましたが、原因はどこにありま
すか？
答弁（土木部長）：船橋市丸山、藤原地区の高台
に挟まるような地形で低地になっているため
雨水が集中しています。また、都市化の進展に
より治水対策としての河川整備が追いっかな
い状況にあることだと考えます。
質問（藤代議員）：二和川バイパス工事の効果と
今後の予定は？
答弁（土木部長）：今回の工事が完了することに
より、牡鹿台ハイツ下付近の浸水被害も緩和さ
れます。しかし、その上流の馬込沢地区の浸水
被害については、一気になくなる状況にはなり
ません。今後の予定として上流区域の整備を進
める必要があります。出来るだけ早く計画を策
定し、事業化へつなげてまいりたいと考えてお
ります。
質問（藤代議員）：「来年度に調整検討して、平成
17年度には工事をするように努力したい」と
いうことにはなりませんか？
答弁（土木部長）：そのように努力させていただ
きます。

質問（藤代議員）：鎌ヶ谷市の廃棄物処理行
政の中で「組合」の占める位置は？
答弁（市民部長）：ゴミ処理しらさぎ、し尿
処理あじさい、リサイクルセンター、還
元施設さわやかプラザの諸事務を一部事
務組合の当組合でやっています。

質問（藤代議員）：02 贈収賄事件におけ
る工事発注元である「組合」の契約方法
は、随意契約が多いがどのようになりま
すか？
答弁（市民部長）：組合の特殊性から随意契
約が多いが、平成15年度は、入札の割
合が徐々にのびています。また、組合内
にも、新たに「契約制度検討プロジェク
トチーム」が設置され報告も出ています。
検討・見直しがされております。鎌ヶ谷
市の入札・契約改革に関する提言書のガ
イドラインに沿った形で契約の透明性の
確保、公正な競争の促進が図られるよう
要請していきます。
札一括総合委託

国
質問（藤代議員）：「さわやかプラザ軽井沢」
の業務で9500万円の赤字が出てお
り、この赤字を削減させるためにも、 入
札による一括総合委託 がとられようと
しているが、組合の契約方法改革の流れ
として理解してよいか？
答弁（市民部長）：先ほど回答しましたよう
に、鎌ヶ谷市の契約改革に関するガイド
ラインにそった形で契約事務が行われる
よう要請していきます。

宍 紆

個人■博幸艮保護の施策

答弁（市民部長）：個人情報を保護するため何らか
の方法を検討して参りたいと考えます。

質問（藤代議員）：ストーカー、ＤＶ（ドメスティ
ックバイオレンス）被害者の個人情報はどう守ら

質問（藤代議員）：鎌ヶ谷市の個人情報保護条例に
盛り込まれている市としての個人情報に対する
基本的な考え方を教えてください？
答弁（総務部長）：憲法上保障されている基本的人

れていますか？
答弁（市民部長）：ＤＶなどの被害者の情報につい
て必要に応じて閲覧請求を拒否します。
答弁（福祉部長）：どのような人に対しても情報を

権の一種であるプライバシー権に対する侵害を
防止すると共に、本人が個人情報の開示・訂正・
削除及び利用または提供の中止の請求を通して
個人情報に関与し、コントロールしていくことを

開示いたしません。
質問（藤代議員）：国立市には、「ストーカー行為等

認めるという積極的な意味における個人のプラ

被害者支援に関する住基事務取扱要綱」があり、

イバシー権の保護をしていくことを目的として

閲覧リストからの削除等が行われております。総
務省もＤＶ、ストーカー被害を防ぐために、住民

おります。

基本台帳閲覧の制限を検討し始めております。

個人情報保護制度の重要性を認識し、すべての職

鎌ヶ谷市では、どう対応しますか？

員に周知徹底を図っていきます。また、条例に罰

答弁（市民部長）：要綱の制定につきましては、今
後前向きに検討してまいります。

会合

⑳帝

則規定を盛り込むなどの検討を進め、個人情報保
護の強化を図って行きたいと考えております。

質問（藤代議員）：性同一性障害の方にとって性別
表示は重大な問題です。草加市では、
571のうち136、市川市では、326のうち
140の書類で性別表示欄を削除しました。
鎌ヶ谷市では、どう考えますか？
答弁（総務部長）：性同一性障害について、人権問
題として、社会的関心が高まっております。本市
においても、性別表示のあり方について、全庁的
に検討して参りたいと考えています。

質問（藤代議員）：住所、氏名、生年月日、性別の
4情報は非常に大切なことが分かりました。住基
法で、原則公開になっているのは問題と思いませ
んか？

答弁（市民部長）：全国連合戸籍事務協議会を通し
て、総務省に対し毎年、法改正を求めております。

閲覧方法を見直し
質問（藤代議員）：1枚のリストに数世帯が記載さ
れており、さらにファイル1冊を請求者に出して
いる住民基本台帳の閲覧方法は、他人の世帯も
見せてしまうので、個人情報の保護の点でおかし
いのでは？

住基ネット 区民選択制 採用・杉並区
個人情報を守る上で多くの問題があるとして、こ
れまで住基ネットに接続していなかった杉並区が「選
択制」を採用しました。約8万7千人の区民が不参加
を申し出ました。自己情報コントロール権の観点から
市民の個人情報保護に努める鎌ヶ谷市でも、選択制が
とられるべきではないでしょうか。

嘔帥珊粗
管理ｌ融ヤギ

東部公民館：コミュニティールームへ
東部公民館は、天井にある発がん性物質アスベスト
除去後、第二中学校の管理の元、地域のコミュニティ
ールームとして活用していこうという方向性が、出さ
れました。
市民の意向を十分組み入れた形での、よりよい改善
が望まれます。

「昭蕃口放水路」って一一…

？

『昭和放水路』の
測量杭を見に行こう
⇒！仁鎌ヶ谷は 住みよい街に 変身だ

ふじしろ頑張れ

私も応援

一南鎌ヶ谷 山下昭子さん

と、11月29日（土）
「かわ・水・みどり」
の主催で、約15名が
鎌ヶ谷大仏の宿まるや

う鑑冨票霊芸㌶んは扉を開いて下
さいました。

さん（野々山様）のお宅を訪問させてもらいまし
た。奥の栗林の中に一本大きな杭が頭を出してお
りました。杭に「内8．050」の数字が彫られてお

藤代さんの探究心行動力に期待しています。
一束鎌ヶ谷 杉田真知子さん

りました。
利根川から東京湾（谷津あたり）へ流入させる
210ｍ放水路の用地測量の杭だそうです。（60

1ｋ私自身へのひと言

年以上も前の）過去の掘削跡は、今の県立船橋高

′Ｉ＼

今年は「諦めない」を念頭に邁進して行こうと思っ
ている。
昨年の市議選や衆院選での藤代さん、若井さんの例
を引くまでも無く、色々な要因が有っての事だけど、

校のグランドに見られます。利根川流域の治水対
策としての大工事色々な想いが込められていた
のでしょう。この放水路の研究をしている倉田さ
んのこれからの成果が楽しみです。

ご両人自身が最後まで諦めないで戦ったからこそ見

□ふじしろ政夫の市政報告会

事に当選されたのだと思う。

1月11日（日）13：30〜15：30

私も今年はささやかな目標だけど囲碁の2段とまで

まなぴぃ−プラザ

は行かなくとも初段を取るべく諦めないで頑張るぞ

ロ津久井清の市政報告会
1月18日（日）13：30から15：30

一束鎌ヶ谷 武田信明さん

北部公民館

ラ崇芸農芸一芸禁㌶㌫禁孟宗
的な活動を目のあたりにして政治には議員の資質と

きょうどう事務所 トライ お知らせ

住民の支援が絶対不可欠と痛感するようになりまし
た。

□ 寒村瑳繹相談 要予約

今後も益々のご健闘をお祈りします。
一東初富小城久美子さん

1月17日（土）13：00〜

□

なんでも担談

いづれも10：00〜16：00

1／7 1／21 ふじしろ市議

米各地で子供達が下校時に被害に会う事件が多発し
ています。
鎌ヶ谷市でも是非対策を講じて欲しいと願います。
一丸山

1／14 1！28
□

囲碁の会

津久井市議
13：00−17：00

1月16日（金）

堀由美さん
ふ じ しろ政夫 と共 に市政 を変 える会 に入会 しませ

聖二三≡三言芸芸二二三；三
いことを教えてくれました。
今年も市民からの支援や信頼が「さる」ことのない
よう、藤代さんを応援しましょう！
一道野辺中央

泉一成さん

んか…・
…・ 年会 費

1 0 0 0円

ご氏名
ご住所
恥 ・Ｒ互Ⅹ
ご意見 ご感想 をお 寄せ くだ さい

