ふじしろ政夫
770兆円におよぶ国の借金、道路公団の不祥事、勝ち組・負け組の競争社会への不安、
高齢社会への老後の不安、国際社会での孤立化、などなど…こんな状況の中でおこなわ
れた衆議院総選挙（9／11）。国民は 構造改革
改革を止めるな
の小泉自民党に圧
倒的な勝利を与えました。
国民に支持された小泉政権は、これまで以上に、アメリカの新自由主義で日本を
改
革
していくでしょう。強い者はより強く、弱い者は努力のたらなさを反省し、努力する。巨大なグローバ
ル資本が、日本の市場で自由に動けるような、全世界に開かれた市場原理で、日本の社会は推移していくこ
とになるのでしょう。生活の不安は自己責任、富める勝ち組にすべての人々がなろうとする′（現実は、少数
の勝ち組と多数の負け組だが）競争社会。今回の選挙の焦点となった郵政の民営化も実行され、日本の金融
市場はこれまでの50％（郵便貯金340兆円は日本の金融の約半分を占めている）から100％アメリカを始めと
するグローバル資本に開放されるでしょう。
私達市民は、21世紀の新たな時代
共に生きていぐ 持続可能な社会を求めたのではないのでしょうか。
一人一人の個人の尊厳を十全に実現していく社会を求めたのではなかったのだろうか。
1990年代からの閉塞状況の中、何かを突破しなければ、何かを変えなければ、という気持だけが肥大化し、
改革
によってどのような国のあり様を求めていくのかは二の次になってしまっているのではないのだろう
か。
これから小泉政権によって、
新自由主義と「憲法改正」 の大きな流れが、生活のすみずみにまで入って
くることとなるでしょう。それは
共生の社会
から、ほど遠いものです。
持続可能な社会は、社会保障、セイフティネットを整備した人間の顔、人間の心をもった社会であり、国
（行政）だけでなく、国民の力でもって創り出していかねばならないでしょう。市民ひとりひとりの自立し
た社会を創っていきましょう。
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□住宅用防災警報器等の設置義務づけ（消防法改正によ
る条例の改正）
就寝中の焼死者防止の為、寝室等へ設置 平成18年6月
1日施行
（既存住宅にあっては平成20年6月1日まで）
1器 5，000円ぐらい（自己負担）
□緊急情報ｅメールシステムの整備120万円補正予算
6月より始めた「子ども安全メール」に加え「防災メー
ル」など緊急情報のメールシステムを確立する為サー
バー代として補正しました。
口『鎌ヶ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくりに関す
る条例』
一議員発議で制定一
鎌ヶ谷市におけるいわゆる「ポイ捨て禁止条例」です。
罰則規定はありませんが推進地区での路上喫煙の禁
止、 快適なまちづくり推進団体
の自主的活動の推
進が規定されております。
※平成16年度決算の認定については（議案9号〜13号）、「決算
審査特別委員会」で閉会中の継続審査となっております。

伊帥嘲剖脱呂
☆市税のコンビニ収納の実施へーいっでも・どこで
も・すばやく納税一

平成18年4月から、個人市県民税、固定資産税、
都市計画税、軽自動車税をコンビニで収納が出来
るようになります。
☆「安全で安心なまちづくりの促進に関する条例」プ
ロジェクトチーム設置（

057／1〜

063／31）

☆「通学路安全対策」プロジェクトチーム（ 058／
24〜11／30）を設置
子供たちが安心して通
学できるよう、全通学
路を対象に対策プロ
ジェクトチームがっく
られました。

☆住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱（ 05
9／1施行）で大量閲覧はほぼ全面的に制限され
るようになりまし、た。
（環境保護のため再生紙を使用しています。）

≠慮真岡 ◎質岡 匿答弁
☆アスベスト対策急務

我孫子市条例案を上程

人の命を守る 観点から
1987年と今回の調査とその結果への対応は？

答弁（総務部長）：1987年、公共施設55のうち18施設に
おいてアスベストが検出されました。市民が利用する
場所については対応が終っています。しかし、日常、
人が出入りしない機械室など、除去が終っていない場
所もあります。
今回、69施設を調査中です。今、5施設でアスベス
トが検出されています。「人の命を守る」という観点か
ら最善の対策を講じます。
質問（藤代議員）：アスベス
トが原因の、肺がん、中
皮脛による死亡が多く報
告されております。1987
年調査は今からみて十分
でしたか？
答弁（総務部長）：現時点か
らみますと、必ずしも充
分とは言えません。あら
ためて、きちんと調査し、
対応していきます。

の対策を講じました。

アスベスト波形スレート

消防隊員・防塵マスク着用を
質問（藤代議員）：消防隊員に対し、アスベスト使用建
物の消防活動において防塵マスク等の着用をと7／
27に通達が出されていますが？
答瀬（消防長）：本市では既に、粉塵等飛散していると
思われる状況のときすべて防塵マスクの着用を義務づ
けており、整備しております。

市内では、被害発生の報告ナシ
質問（藤代議員）：鎌ヶ谷市内におけるアスベストによ
る被害の発生状況は？
答弁（市長公室長）：職員について定期健診を実施して
おりますが、アスベストによる健康被害の報告はあり
ません。
答弁（消防長）：幸いにも本市消防職員について中皮鹿
の報告はありません。
答弁（総務部長）：公共施設内から、又、公共施設周辺
にお住いの方の被害の報告はありません。

質問（藤代議員）：我孫子市では アスベスト含有建材
使用建物の解体等の届出に関する条例（案） を9月
議会に上程し、法令でカバーしノきれない
①非飛散性の解体においては『市』へ届出
②公衆の見やすいところへ工事状況を掲示
③立入検査、質問をする
を実施しようとしておりますがこいかが評価しますか。
答弁（市民部長）：三点とも市民の不安を解消するとい
う点から評価できます。
窓口の一本化と情報の把握

質問（藤代議員）：解体時における届出は、県知事、国
への届出と、市でその情報を十分に把握しきれないよ
うですが、今後、窓口を一本化して十分に情報を把握
していくべきだと思いますが？
答弁（市民部長）：市のホームページに相談窓口の案内
を掲載。今後、現在の各部署対応を精査して、統一で
きるところは統一して対応していきます。

☆ベット火葬場問題
解決へ向け条例の制定を！
中沢地区ペット火葬場建設を撤退！
質問（藤代議員）：中沢地区に建
設中であったペット火葬場の
問題はどうなりましたか。
答弁（市民部長）：地元の反対運
動などにより、8月2日の説
明会で、事業者から「火葬場
としては使用しない」との撤
退表明がありました。

ペットの死体は法令上何か
質問（藤代議員）：イヌ、ネコな
どのペットの死体は法令上何
になりますか？
答弁（市民部長）：基本的には、ペットの死体は一般廃
棄物として処理されます。この場合は「廃棄物の処理
及び清掃に閑すろ法律」に基づいて対処されます。し
かし、供養して埋葬する場合には（一般廃棄物でなく
なり）これを規制する法令はありません。

建物解体時における対応は？

質問（藤代議員） ：今後、解体時（2010年〜2020年がピー
ク）に大きな問題となりますが、旧東部公民館におけ
るアスベスト除去工事はどのようにしましたか。
答弁（生涯学習部長）：まず大気汚染防止法に基づく県
知事への届出、労働安全衛生法（石綿障害予防規則）
に基づく労働基準監督署への届出を工事施行業者が実
施。
アスベスト除去工事現場には、立ち入り禁止の旨の立
て看板をはり、周辺に周知させる。工事箇所と作業員
の出入口との間にセキュリティゾーンを設け飛散防止

ペット火葬・霊園への法規制は？

質問（藤代議員）：ペットの死体を火葬することを業と
するには許可が必要ですか。
答弁（市民部長）：現在、規制する法令がないため許可
は必要ないと解釈されます。ただ炉については、排煙
について大気汚染防止法の基準が適用されます。
質問（藤代議員）：ペット霊園（埋葬）は何らかの法規
制がありますか？
答弁（市民部長）：法令、条例がない現状では、規制を
うけません。

ペット斎場・霊園の条例の必要性
質問（藤代議員）：神奈川県平塚市、宮城県塩釜市、千
葉県市原市では、条例・要綱で対処しようとしていま
す。鎌ヶ谷市もペット斎場・霊園の条例化が必要とし
て、今、制定作業中のようですが、その状況は？
答弁（市民部長）：現在、条例の 素案 を策定中です。
周辺地権者の同意や、周辺住民との協議など具体的数
値や内容については、人の霊園に係る規制と比較しな
がら検討しています。次回の議会（12月議会）には上
程をお願いしたいです。
周辺住民・地権者の立場を尊重

質問（藤代議員）：条例は、周辺住民・地権者の立場を
尊重する内容にしていきますか。
答弁（市民部長）：そのような方向で検討しています。
中沢地区の火葬場は 建物 ではない？

質問（藤代議員）：近年、ペットの火葬・埋葬への希望が
ふえているようです。「しらさぎ」で実施されているペッ
トの焼却を、一体一体の火葬にできないでしょうか。
答弁（市民部長）：「しらさぎ」での火葬について十分検
討してもらおうと考えます。

『柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合』
8月定例会議報告
8月25日、「決算認定」など議案4件を審議し、すべ
て可決されました。 ゴミ行政
事務を荷負う一部事務組
合の状況についてご報告いたします。
①沼南町と柏市との合併により、柏市と鎌ヶ谷市、この
間のゴミ行政に調整の課題がある。
② し尿処理場 建設時、搬入道路の整備が約束されて
いました（昭和42年）。未整備である白井市側からの
道路整備を、今回 廃棄物処理施設周辺整備事業5ヶ
年計画
として組合事業としておこなうことが、今年
3月18日、構成3市町と組合との間で
覚え書
とし
てかわされました。
事業費負担は白井市70％、鎌ヶ谷市20％、沼南町10％
となります。議会での
同意等はされておりま
せん。
⑨平成16年度決算にお
いて、これまで随意契
約であった委託契約の
うち、5件が指名競争
入札に変更され、約
4800万円の財政効果がありました。

社会、天寿をまっとうすることを喜べない社会、はたし
てこんな社会は良いのだろうかと内橋さんは問題を提起
しました。
さらに「小泉首相が言っている
官から民へ
＝
規
制緩和
によって導き出された社会は『勝者がすべてを
うばう社会』であり、『水・命すら商品化される社会』
なのです。『貧困層が装置化され』『人間はもはや搾取の
対象ですらなくなり、排除の対象となった』それが全世
界を市場化し、マネー化するグローバリゼーションの社
会なのだ」と分析されました。
イラクで斉藤氏が殺されたことで、英国ハート杜など、
軍事請負会社が存在していることが明らかになり
た。最も「公」の仕事である戦争すら商品化され、
の論理が貫徹する社会になっていることを考え
ローバリズム＝規制緩和＝構造改革
の本質は、
んが言うように「人間の国」であることをなくして
うことなのかなあと思われました。
バブル経済の崩壊後、閉そく状況の中 改革・緩和
によって人々は大きく変わることを夢みました。しか
し、社会のセイフティネットである社会保障を緩和（削
減）することで勝者がすべてを得る自由をつくり出して
しまったのが今日の状況ではないのでしょうか。
さらに内橋さんは「経済界（経団連）が、世界の中心
部に位置することを求めて①武器輸出の緩和、②政治献
金の再開、③改憲を主張しはじめ、政府と財界が一体と
なった今、『人間の国』こそが求められる」と語ってい
ました。
今日のグローバリズム＝米国のブッシュ＝改憲・軍事
（隊）を認める国の根っこにあるものを見つめなおす必要
を強く感じる講演でした。
る

「しらさぎ」でのペット火葬は？

「戦後60年、私たちは
どう生きてきたか？そしてこれからは？」
『世界』創刊60周年記念シンポジウム
で内橋克人さんの講演がありました。
今の日本、世論調査によると「あま
り長生きをしたくない人が40％以上い
るそうです。その理由は、将来が不安
で、収入もなく、子供たちに迷惑をか
けたくない」と。年をとることが不安な

し本グさま
ま資 ︑橋し
と内

質問（藤代議員）：今回の中沢地区の火葬場は、建物と
して設計され全体の骨組みまでつくってしまい、瓦等
の部分をおいていないことで 建築物 ではない、と
判断されていいのでしょうか。
答弁（都市部長）：法律上の解釈では、建築物に該当し
ないことになります。しかし、市街化調整区域の趣旨
にかんがみ、今後ともパトロール等の実施により適正
な行政指導を行ってまいります。

失われた「人間の国」
一内橋克人さんのお話をきいて−

10月1日国勢調査
−プライバシー権からの再点検を−
5年ごとにおこなわれる国勢調査、2005年の今年の調
査方法は、以前とかなり変わりました。個人情報保護に
関する点が重視され、任意とはいえ、全世帯に封筒が配
布され、封入提出が形のうえでは保証されました。
さらに、横浜市、川崎市、京都市、伊丹市、世田谷区、
中野区などの自治体では 全世帯封入方
式
が導入され、すべて封入して提出す
ることとし、調査員が調査票の内容点検
をしない方法をとりました。
統計法に基づいて行われる 入日に関
する全数調査
。約650億円の費用をかけておこなわれ
ました。
人口
以外の項目、（今回は、勤め方、仕事の
内容、住宅の内容など）について、国勢調査という全数
調査でする必要があるのか？市民の間から、又調査現場
からも問題提起されております。

市民の声
□陣がい者就労支援について
鎌ヶ谷市内の事業所で何人の障かい者（手帳のあ
るなしに関わらず）が働いていますかと、陣がい者
支援課に尋ねても正確な答えは返ってこないのでは
ないでしょうか。
陣がい者の就労支援を、市町村で実施しているの
は、流山市です。知的陣がい者適所施設「さつき園」
（市営）の一角に就労支援センターを設け、専任職
員が一般就労に向け支援し、これまで数人が就職し
ています。働くということは、障がいがあるなしに
関わらず、「自己実現」や所得保障につながります。
年金は、1級2級で月額が異なりますが、それだけ
では、グループホームなどで生活できません。鎌ヶ
谷市も障かい者の「働きたい」を支援してほしいと
願っています。
泉

一成

口放送博物館の事
・今は博物館になっていますが、昔と言っても80年
前に日本で初めてラジオの電波を発したＮＨＫの放
送局だった建物なのです。
東京タワーにほど近い愛宕山（山と言っても地上
30メートル位か）の頂上に在って、そこからＪＯＡ
Ｋのコールサインでラジオ放送が始まったのです。
現在ここには放送開始当時のマイクから現在のデ
ジタル放送に使われているハイビジョンカメラま
で、また懐かしい放送番組で使われた小道具などが
陳列されています。時代と技術の流れを目と耳で知
る事が出来ます。
今年は放送開始80年、また戦後60年を記念し、「ラ
ジオが伝えた戦後」というテーマで数々の特別展示
がなされています。
私もこのテーマに応じ、戦後間もなく放送された
「カムカム英語会話」についてエッセイを書き送った
ところ展示物の一つに加えて貰いました。
秋の日の暇な時に出掛け、他の展示作品を拝見し
に行こうかと思っています。皆様も如何ですか？
東鎌ヶ谷 Ｎ．Ｔ生

中核病院
平成19年3月までの完成へ向け…
「木下会」による民設民営の中核病院（248床）。小
児救急を含む24時間365日対応の救急医療、高度医
療、地域医療の中心として機能することが公募条件
となっておりました。
今後、市民を含んだ運営
協議会（仮称）の中でよ
りよい地域医療をつくり
あげていくことが望まれ
ます。

三橋記念館
機械室にアスベスト
一般市民は立ち入ることはないが、機械室内での
作業に従事する者にとっては、最悪の状況。作業員
の健康を考え一日も早く対応を！
鎌ヶ谷市の施設、調査中だが、今の段階で69施設
中5ヶ所（社会福祉セン
ター、中央消防署、西部小
学校、トレーニングセン
ター、三橋記念館）にアス
ベスト吹きつけが確認され
ています。
・一票き・・忠告七告一一票き忠告崇き恐惣一票一・七さ・・一己賢一・票き・一票き・ミミき・告・崇ト・慧でき−・告・一票ニ・・一己さ−・思・思㌢・思一・一浩・・・禁き
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月ヒ会
亡1

お知らせ
☆戦後60年歴史に学び、憲法9条を活かそう
小森 陽一さんのお話
10月14日（金）午後6時開演
松戸市民会館ホール 参加費500円
☆映画「ベアテの贈りもの」上映会
11月2日（水）14：00・18：30
船橋勤労市民センター1，000円
☆津久井 清 市政報告会
10月16日（日）13：30〜
道野辺中央コミュニティセンター

可′劇でペイ肇叫イ幻Ｙ．叫づ

きょうどう事務所トライ 案内

離き番顔を一思き一告一昏一合一票き制を一票き4慧ト豊臣一啓一増き一昏制き一忠一莞き一別き一思き一怒声一組

［口法律無料弁護士相談一要酔ふじしろまで
ト 10／15（土）11／26（土）13：00〜

鎖することとなりました。借地権が残り30年間あ
り、どのように有効利用していくのか？今後、鎌ヶ
谷市のまちづくりにも大いに影響してきます。

□子供教育・心理相談一要予約−ふじしろまで
ト

10／22（土）11／26（土）13：00〜

；□碁発会10／7（金）10／21（金）13：00〜
巨□今更英会話 毎週木曜日
巨□市政相談・‥ふじしろ市議
ヒ
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苛べづ鰯Ｙべり舗Ｙベづ幻いベイ錮ｕ・ベ44

☆ヨーカ堂撤退！
初富駅前ヨーカ堂が来年
の2月までの間に店舗を閉
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