自立した市民・自治のまち力＼ま力ヾや
′Ｓヽじしろ政夫
2004年度予算が成立しました。自主財源54，6％。市債比率17．4％
と一般会計266億5千万円の財政内容は、厳しい・苦しいの一言です。
しかし、そんな中、練豊かな「ふるさとかまがや」をつくりあげてい
く大きな道筋を、今、かまがやは創りだそうとしています。
市民参画の仕組みをつくりあげていくため、『協働戦略プラン』『市民活動支援課』が創設されま
す。多くの市民による、自治基本条例、地域福祉計画のワークショップ。また、議会でも「行政改
革に関する調査特別委員会」が設置され、市民に開かれた議会へと変わるための作業を開始してお
ります。 行政も議会も、そして、市民もこれまでの おまかせ 自治から、主体的な市民として、
自己決定（自己責任）していく、

住民自治 のまちかまがやを創るために動き始めました。

そんなかまがやの憲法というべき条例が、今、策定作業に香っている 自治基本条例 です。市
民ひとり一人の能力と情熱が、十分市政に、生かせるような条例をつくりあげていきましょう！†

2004辛皮予算・その喜寿
□きらり先生を中学校にも（2294万円）
少人数指導推進のため、昨年から始まった小学校に加え
中学校でも実施
口協働戦略プラン（仮称）の策定（454万円）
協働の仕組みや施策を策定し、市民参画の道筋をつくりあげていく
□子育て支援センター・ＤＶ・児童虐待導絡協議余の設置＿（5Ｐ万円）
子育て支援のためのネットワークづくりへ向け動き出す
ロ地域福祉計画策定事業（271万円）

誰もが、ありのままにその人らしく地域で安心して暮らすことができるよう、地域社会を基盤と
した、福祉計画を、策定していく（市民のワークショップで）
□かまがや環境市民会議（仮称）の立ち上げ（6万円）＿
「自然と社会が調和する環境共生都市」をめざし、市民会議を立ち上げ、地域ぐるみの活動の基
盤づくりをはじめる。

甥 ・￣甑嘩
議案で決まったこと

民と事業者と行政とでよりよい環境をつくっていく。

☆「教育環境保全条例」
阜卑小傘業資金融資制度の新設
教育施設等の敷地から100ｍ以内で、風営法に
（1）大型店対策資金
該当する事業を営む場合は、事前に届出をする。市
（2）創業支援資金 など

（環境保護のため再生紙を使用しています。）

一般質問・予算委員会
の質問と答弁
野馬土手を

市‡旨定

で保全へ

小金牧の貴重な遺跡・野馬土手と捕込
質問（藤代議員）：牧の遺跡・野馬土手の意義と現
状は？

めて貴重な文化遺産・捕込
質問（藤代議員）：県指定中野牧の込跡（まごめ込）
の意義は？

答弁（生涯学

小金牧にあった5つのうち、

唯一当時の面影を残している文化財です。鎌ヶ谷
市だけではなく、東葛・房総地方の江戸時代を語

答弁（生涯学習部長）：江戸幕府と地域が一体とな

る上で、極めて貴重な歴史遺産であり、市民共有

った社会背景を示す、貴重な遺構であり、野馬土

の財産として、市民国民全体で保全し、活用して

手は当時の村の範囲を知ることができる資料で

いかなければならないものと認識しています。

す。渡辺畢山が描く「釜原」の面影を今に伝えて
いるのは、中野牧の捕込と野馬土手だけです。市
域の土手は、約20ｋｍあったが、現在は、約2ｋ
ｍです。

☆児童虐待への対応ネットワーク早急に！
える児童虐
質問（藤代議員）：1月岸和田市の虐待事件で立ち
入り権限の強化、ネットワークの必要性、など多
くの問題点が指摘されました。児童虐待の現状
は？

答弁（福祉部長）：全国的な虐待相談件数は、平成
11年度は、17，631件、平成14年度には、23，738
件、と飛躍的に伸びております。痛ましい事件と
しては、今年の岸和田事件、一昨年船橋市での4
歳児の虐待死、昨年11月我孫子市における5歳

答弁（生涯学 部長）：市域の野馬土手の大部分は、
民有地で、初富小学校校庭内と、市民体育館の北
側にある土手の南側半分は、市有地です。
存方法は？
質問（藤代議員）：民有地としての野馬土手をどう
保全するか？
答弁（生涯学習部長）：開発などで、現状保存が困
難な場合は、発掘調査を実施して、記録で保存し

児の虐待死、12月当市における女児への虐待事
件がございます。

待対応ネットワークなし！
質問（藤代議員）：昨年12月18日新聞報道され
た当市軽井沢での児童虐待に、市はどう関わった
か？
答弁（福祉部長）：10月27日市川児童相談所よ
り保健師同行の依頼があり、当該宅を訪問しまし

ています。中野牧込跡は、千葉県の指定文化財と

た。その後、市としては、特段の対策はとってお

なっています。指定行為は、永久保存を目的とし

りませんでした。

ていますので、変更するには、県教育委員会の許
可が必要です。市では、固定資産税・都市計画税

草間∴（摩代議員）：厚生労働省が、平成14年度、
平成15年度に『児童虐待防止機能を持つネット

の減免措置をとらせていただいております。国の

ワーク設置状況調査』を実施したが、鎌ヶ谷市の

指定文化財となりますと、相続税などの減免対象

状況は？

となります。

市指定文化財として保
質問（藤代議員）：市所有の初富小・体育館の野馬
土手はどう保全するのか？
答弁（生涯学習部長）：初富小の野馬土手は、市の

答弁（福祉部長）：設置しておりません。15年度
の調査においては、「計画中」と回答しました。

子育て支援センター・連絡協議会の設置計
質問（藤代議員）：厚生労働省から
①虐待防止ネットワーク形成の強化

指定文化財として、保全していきたいです。体育

②市町村の役割の重要性

館の土手は、貴重な文化財として認識できるよう

などの報告書も出ているが、市はどう対応する

改善していきます。

か？

答弁（福祉部長）：児童虐待は、子どもに対する重

が移動し、住基ネットの中を4情報以外のデーター

大な権利侵害であるという立場から 子育て支

が流れている。「それ故、住基ネットのシステム全体

援センター と ＤＶ・児童虐待連絡協議会 の設

のセキュリティーを考えなければならない」と言わ

置を考えております。

れました。

早期にネットワークの設置を！市長の決意

さらに、「セキュリティーには、万全はありえない。

質問（藤代議員）：我孫子市は、昨年の事件を反省
して独自に「対策室」を設置し 、たとえ法的な
権限がなくても、必要な措置をとっていく

100％のセキュリティーには、無限のコストがかかる」
とも。

（我

果たして、これだけ個人情報保護に問題のある住

孫子市長）と全市的な体制をつくろうとしている

基ネットのシステムを自治体のこれからの中心にお

が、市長は、親権と子どもの人権の関係を含めて

いていいのだろうかという不安と疑問を感じました。

どのように考えておりますか？
答弁（市長）：親権以上に子どもの最善の利益に配

☆自衛隊のイラク派兵中止、撤退を！

慮して子どもの人権を守るという基本的な立場
で、子育て支援センター、連絡協議会については、

復興支援はあくまで非軍事で

早急に体制を整えていかねばならないと考えて

一岡崎茂夫さん
ついに戦後はじめて、重武装した自衛隊が、戦地

います。

（イラク）へ出動した。しかも、米英占領軍の指揮
下に入り、後方支援活動を行う。これは、明らかに

☆さわやカゝフＰラザ軽井沢
−括入木Ｌで3641万円肖胴成効果

武力行使を禁じた憲法違反である。

＜予算委員会＞

す。自衛隊創設時に、その任務を「わが国の独立を

質問（藤代議員）：さわやかプラザ軽井沢の管理運
営業務の一括総合委託の入札でどれくらいの財

守る」と自衛隊法に定め、参議院本会議で「海外出

政的効果がありましたか？
答弁（環境保全課長）：昨年度の随意契約と比べま
すと、約3641万円の経費削減効果がありました。

また、海外派兵は、自衛隊法にも違反するもので

動禁止」の決議をあげたのです。
戦後59年間、戦争によって外国人を一人も殺さ
ず、殺されずという世界に誇るべき歴史を歩んでき
たのです。
犠牲者が出る前に、人を殺す前に自衛隊をイラク

長野県・住基ネットに係る市町村
ネットワークの脆弱性調査報告

から呼び戻そう。そして、復興支援は胸を張って堂々
と非軍事で行おう。
※上記同趣旨の陳情を3月鎌ヶ谷市議会に出しま

昨年二度にわたり、住基ネットへの安全性確認実

した。しかし、賛成少数で否決されました。

験を行った長野県の実験担当者吉田柳太郎さんのお
話を聞く機会が（3月6日）ありました。「自治体オ
フィスの中からの侵入テストは成功した。直接に住
基ネットに接続するコンピューターであるＣＳ（コミ
ュニケーションサーバー）・及び既存住基サーバーは
すべて攻撃されやすい状態である」とのことです。
例えば、
ロパスワード設定等の問題、既存サーバーの脆弱性
が、そのまま住基ネットの脆弱性につながっていく。
□国の住基ネットへの監視レベルでは、不正アクセ
スを検出できない。
□これまで、住基ネットは4情報のみで安全だと言
われていた（総務省）が、転出するとＣＳに14情報

□憲法問題学習会のお知らせ
04年5月9日（日）13：30−15：30

まなぴぃ−プラザ

講師：奥 津 茂 樹 氏
主催：平和憲法を世界に拡める会
連絡先 444−7305高宮文雄

市民のこえ

はじめています。野焼きの心配もあり土壌や地下水
汚染と近くで農業に従事する人は、不安です。後継

□「容器包装リサイクル法」改正を・陳情採択

者難、相続税の支払いのために、優良な農地を泣く

現行の「容器包装リサイクル法」の問題点は、ペ

泣く手放す人も多いでしょう。食物自給率の低下、

ットボトルやぴん、缶を分けて有価物に出している

森林の減少を問題にしながら、田畑や森林に税金を

からよいと思っていることです。事業者も処理負担

掛け農家から手放させる政策は理解できません。梨

の一部を負担していますが、ペットボトルを例にす

は、鎌ヶ谷の特産物であり、100年以上前からある

ると、回収保管費用のうち自治体が7割近くを負担

立派な産業です。持続可能な鎌ヶ谷の農業政策、に

しています。名古屋市（2000年度）の例では、

も目を向けてください。緑は市の皆にとっての財産

ペットボトル（500ｍｌ）1本あたり事業者負担は、

です。作物を生み出す肥沃な大地、美しい森林や川

1．7円自治体4．5円もの負担がかかっています。

や谷津田が子ども達に引き継いでいかれますように。

製品にごみ処理費用まで負担させる法律に変更でき

一中沢 高橋智子さん

れば、ごみ処理費用の税金負担がかなり少なくなる
と思います。自治体と国会に変更の署名活動をして
います。
一束鎌ヶ谷 阿部容子
※阿部さん他411名の同上趣旨の陳情は鎌ヶ谷市

《4月の予定》

☆ 4 月 2 5 日ふ じしろ政夫市政報告会
中央公民館（ヨーカ堂前）午後1時30分から

参加費：無料

議会で採択されました。
⑳

□自治基本条例
一制定過程への住民参画の重要性一
昨年8月から自治基本条例ワークショップに参

午後3時30分

※ 報告会終了後、皆様と一周年の集いを行いたい
と思います。（会費500円）
午後4時から午後5時

は、市民、議会、行政の総力を結集しなければなり

☆ 4月10日ＮＬＰ反対下総基地連協・鎌ヶ谷
学習会とお花見
北部公民館10：30−12
講師 金子ときお氏
連絡先 047−444−9558 岡崎

ませんが、留意すべきことは、基本条例は制定がゴ

☆津久井清市政報告会（4月1

加していますが、現時点での私見を述べさせて頂き
ます。
市の憲法という性格を持つ基本条例制定の過程で

午後1時30分から午後3時30分

ールではないということです。条例は、活用されな

東部学習センター

ければ意味がありません。基本条例の活用には、住

きょうどう事務所トライ4月予定

民の参画がポイントとなります。活用に対して住民
の積極的な参画を促すには、制定の過程に対して、
住民の参画をできるだけ大きくしておくことが重要
です。それが大きいほど、基本条例を活用する段階
で住民の理解と協力が得やすくなると思います。基
本条例について、住民に対し息の長い広報・啓発活
動をして頂きたいと考えます。
威令6￣鎌ヶ谷奈良直次さん

☆

無料法律相談

4月25日（日）要予約

13：00−17：00 5／22（土）6／26（土）
☆ 市政なんでも相談10：00−16：00
4／7（水）4／21（水） ふじしろ市議
☆ 武田さんの英会話14：00−16：00
（木曜・金曜）100円／1回 聴Ｌ445−6470
☆ 渡辺さんの算数・数学教室一小中学生
1000円／1ケ月一一

□美しい谷津田と鎌ヶ谷の農業
「なんて美しい所だろう！」とカメラ片手に独身時

月、火、土

☆ 囲碁の会13：00−17：00
4／2（金） 4／16（金）

代に歩いた中沢。雑木林や、川、梨畑が、四季折々

市政を変える会に入会しませんか、年会費

の美しい景色を見せてくれてこころ癒される所です。

￥1000。連絡は、ｈ 445・9144もしくはＥメー

しかし、最近、産業廃棄物が山積された場所が増え

ルで、ふじしろ政夫までお願いいたします。

