大いなる威膠を

ふじしろ政夫

2006年の今年、鎌ヶ谷市にとって
大いなる飛躍 の年になってほしいものです。否、飛躍しなければな
らないと思われます。
市民の命を守る中核病院の建設（2007年3月開院）、交通の結接点としての新鎌ヶ谷の広域交流拠点のま
ちづくりが進められる中、全国へ胸をはって発信できる線と文化と心安らかに暮らせる 自治のまち を創っ
ていきましょう。
「個人の尊厳」、一人ひとりの立場を十二分に尊重することで、陣がいのある人もない人も、高齢者も、小
さな子供達も、皆
生きている
と実感できる『きらり鎌ヶ谷』のコミュニティーをつくっていきましょう。
自治基本条例も策定の段階に入りました。協働戦略プラン、男女共同参画センターの設置、地域包括支援
センター（地域福祉）などの基本的枠組みは市民の手によってつくられています。清水市長が二期目をめざ
した決意表明の中で言っているように「これからの4年間が鎌ヶ谷の発展のために重要な節目の年」になり
ます。
緑豊かなまちの景観は、谷津（休耕田を含む）の再生によって、鎌ヶ谷らしさがつくれるでしょう。江戸
時代の遺跡である
野鳥土手
の文化的価値を、近隣市町と共に再確認し、（仮称）『野馬土手サミット』を
北総、下総台地の広域で実現し、文化のまちおこしをしていこうではありませんか。高齢者が毎日安心して
くらせる、そして、子供達の笑顔と笑い声があふれるまちづくりの仕組みをこれからの4年間でつくりあげ
ていくことこそが、広域交流拠点として鎌ヶ谷市が発信する内容だと思われます。人との共生、自然との共
生の社会を鎌ヶ谷市から創りあげていきましょう。
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◇新鎌ヶ谷北街区・∴アグロスモール ′
ダイヤモンドリース（株）によって事業展開される北
街区17，367Ｉがの様子が少しずつ明らかになってきまし
た。約40，000Ｉ正の延床面積3階建て、平成18年11月下
旬を目途に、40〜50の専門店のモール街、クリニック
やカルチャー、ウェルネスの『アクロスモール』の素案
が出されまし
た。
正面玄関入り
口には吹き抜け
を設け、施設内
はモール形式の
通路を計画して
いるとのことで

◇大相川第二調節池
一自然豊かな
谷津の景観を一
真間川流域の治水の
為の河川拡幅が下流
（市川市）部で困難なの
で、第二調節池（23ｈ）
が中沢地区につくｌられ
ようとしております。
大柏川第二調節池予定地
地権者の方々への説明会も始まりました。一時間
50ｍｍの雨に対応できます。根郷川、中沢川、二和川の浸
水対策にもなります。
調節池の場所は県の葛南公園計画と同じ位置。「中沢
地区の景観・環境はすばらしい資源」（清水市長）なの
で、親水性と緑環境を生かし、葛南公園の方向性に配慮
したものにしていくよう「県・関係機関に働きかけてい
く」とのことです。
（環境保護のため再生紙を使用しています。）

一膳問 ◎真岡 監答弁
☆鎌ヶ谷市の救急医療体制
一中核病院・高度救急医療と病院前救護体制「
現在の救急体制

質問（藤代議員）：鎌ヶ谷市の現在の救急医療体制は？
答弁（福祉部長）：初期救急として、船橋市と共同（船
橋医師会ｉ鎌ヶ谷医師会）で夜間急病診療事業及び休
日急病診療を実施しています。船橋市中央保健セン
ターと在宅当番医が診療を実施。も二次救急（入院治療
を必要とする重症救急患者の医療を担う）は、五つの
救急病院と、8つの後方待機病院とで実施。三次救急
（重篤な救急患者に対し）は、船橋市立医療センター
でおこなわれています。
中核病院開院後の体制

質問（藤代議員）：24時間
365日高度救急医療をお
こなう中核病院である
「木下会」仮称鎌ヶ谷総合
病院ができると、救急医
療はどうなりますか。

答弁（福祉部長）：中核病院が開院しま
次救急部分は、確保できることになりますので、船橋
市と共同で実施している夜間急病診療事業及び休日急
病診療事業からは脱退する必要性が出てくるのでは…。
船橋市等と協議をしていきます。
三次救急は従来どおり船橋市立医療センターで対応し
ます。
重度障がい者への診療体制

質問（藤代議員）：中核病院では、重度障かいのある方
へも十分な体制がとられますか。
答弁（福祉部長）：健常者と同等に救急医療がうけられ
る体制を整備します昌
小児救急 24時間365日

質問（藤代議員）：小児救急はどうなりますか？
答弁（福祉部長）：現在船橋市と共同で実施している小
児救急は、診療時間を限定していますが、中核病院で
は24時間の対応をしていただけます。

質問（藤代議員）：医療磯酪救急救命士・市民（Ｂｙｓｔａｎｄｅｒ）
の 救命の連鎖 の病院前救護体制で重要な位置を占
める救急隊はどの位で現場へ到着しますか？
答弁（消防長）：全国平均が6分24秒で、鎌ヶ谷市は平
均5分42秒です。
質問（藤代議員）：一般の人も使える「緊急通報システ
ム」は必要なのでは？
答弁（福祉部長）：夜間対応型訪問介護が検討課題になっ
ております。さらに一般の方に対しても、検討課題で
あります。

救急救命士と医療機関との連携

質問（藤代議員）：救急救命士の研修や搬送中のメディ
カルコントロールはどこでおこなわれますか？

答弁（消防長）：現在、病院研修は、船橋市立医療セン
ターと東邦鎌ヶ谷病院にておこなっていますが、中核

病院で受け入れ可能か検討していきたい。なお、救命
士の特定行為に対する指示等については、船橋市立医
療センターに引き続きお願いしていくことになりま
す。
ドクターカー

質問（藤代議員）：船橋市で行われているドクターカー
により、心肺停止者の社会復帰は、導入前10年で2名、
導入後は10年で70名となっております。医療セン
ター・医師会・救急隊の三位一体で成果をあげており
ますが、どう評価しますか。
答弁（消防長）：全国でも希なケースですが、救命効果
は大きいと認識しております。
要望（藤代議員）：将来的に、鎌ヶ谷独自のドクターカー
の導入も検討して下さい。

市役所・体育館などにＡＥＤ設置へ

質問（藤代議員）：ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設
置する計画は？
答弁（消防長）：市の施設については、市役所、総合福
祉保健センター、市民体育館、さわやかプラザに設置
を依頼しております。市内事業所については、イオン、
各駅、極楽湯等にお願いしております。
全中学校で救命講習を

質問（藤代議員）：心肺蘇生法・ＡＥＤ取扱いの 救命
講習 を全中学校で実施するお考えはありませんか？
所沢市では、サッカーの練習中に心肺停止をした生徒
を、生徒と先生が協力して、心肺蘇生を施し無事社会
復帰しております。
答弁（教育長）：消防と連携して、全中学で講習を実施
していきます。

☆選挙人名簿は見られている
選挙人名簿の閲覧の目的は…

質問（藤代議員）：選挙人（20才
以上）の住所・氏名・生年月
日・性別情報が、選挙人名簿と
して公開されているが、その理由はなんですか？
答弁（選挙管理委員会事務局長）：選挙権を行使するに
は永久名簿としての選挙人名簿に登録されて、いなけれ
ばならない。職権で登録が行われるので、その正確性
を期するため閲覧させるのです。

営利目的、不当な目的は閲覧を拒否
質問（藤代議員）：選挙人名簿の情報についての保護は？
答弁（選管事務局長）：住民基本台帳法15条3項に「不
当な目的に使用されることがないよう」と規定されて
おりますので、基本的人権及びプライバシーを侵害す
る恐れのあるとき、営利目的、、不当な目的による閲覧
は拒否します。
全国市区選挙管理委員会連合会は閲覧廃止を要望

質問（藤代議員）：「全国市区選挙管理委員会連合会」は、
平成16年11月に、国・国会に対し選挙人名簿の閲覧を
廃止するよう要望しているが、鎌ヶ谷市選管はどう考
えるか？
答弁（選管事務局長）：「連合会」と同様です。
質問（藤代議員）：選挙人名簿の閲覧についての「事務
処理要綱」はありますか？

答弁（選管事務局長）：昭和62年につくってあります8
登記簿上登録されていない会社が堂々と閲覧

質問（藤代議員）：鎌ヶ谷市の選挙人名簿の閲覧状況を
調査した結果（平成16年度分）
①登記簿上まったく登録されていない株式会社Ａ社が閲
覧していた
②なぜかÅ社と同じ住所のＢ社は、世田谷区では公共性
なしと判断され拒否されたが、鎌ヶ谷市では閲覧が許
可された。
といった不明なケースがあったが、なぜ閲覧できたので

定管理者に指定。
管理費 約2，000万円／年の削
減効果あり。（議案第17号）
☆市の公共施設のアスベスト除
去工事
西部小、中央公民館、トレー
こングセンター、社会福祉センターのアスベスト吹付け
を除却。西部小は春休みの3月頃に工事に入ります。
☆第4中学校通学路についての陳情書、採択されました
交通安全・防犯対策を通学路の基準を含めて検討に入
ります。

しょうか。

答弁（選管事務局長）：登記簿謄本等の提示義務規定が
ないことから閲覧させました。
閲覧手続の厳格化

質問（藤代議員）： 05．9／1より改正されました鎌ヶ谷市
住民基本台帳閲覧取扱要綱と同じように次の手続を厳
格化してますか？
（ア）申請者の本人確認の為、パスポートあるいは登
記簿謄本等の提出は
答弁（選管事務局長）： 05．4／1以降個人情報保護法施行
以降はやっております。
質問つ藤代議員）：（イ）閲覧目的を明らかにする資料の
現物提出は？
（ウ）事前審査による予約制ですか？
（エ）閲覧した情報のコピー提出は？
答弁（選管事務局長）：（イ）（ウ）（エ）それぞれ4／1以
降実施しております。
運用規定の作成

質問（藤代議員）：すでに実施しているならその根拠と
なる 取扱い運用規定 をきちんと今年度中に作成す
べきですが。
答弁（選管事務局長）：なるべく早い時につくります。
要綱改正の検討

質問（藤代議員）：鎌ヶ谷市選管の閲覧取扱要綱第2条
（2）では、選挙活動、政治活動の為の利用を認めて
おりますが、政治活動か否かの判断は本人の自己申告
以外判断のしょうがありません。世田谷区の要綱には
この項目がありません。要綱の改正も検討しますか。
答弁（選管事務局長）：検討いたします。

12月議会で決まったこと
☆ベット霊園の許可等に関する条例が制定されました
ペット（イヌ・ネコなど）の火葬場、埋葬施設をつく
る場合は事前協議・周辺住民等への説明と協議・住民か
らの同意等などが必要となる。
『 周辺住民等との協議がととのっているかどうか（10条
（6））も市長が許可するときの条件となる』
−ふじしろ代表質疑で確認−（議案第7号）
☆駅前保育所ができます
東武鎌ヶ谷駅前に建設中のカラシティー2号棟の2階
に、平成18年3月から開園。通常保育15名、一時保育
10名の予定です。（議案第11号）
☆指定管理者の指定
体育館、市民プール、トレーニングセンター等10ヶ所
のスポーツ施設の管理運営：平成18年4月より平成23年
3月31日までの5年間、「協栄・ミナトグループ」を指

清水市長、二期目を日ざし、出馬表明
12月定例会の一般質問に答える形で、
清水市長は来年おこなわれる市長選挙に
出馬し、これから4年間も鎌ヶ谷市発展
の為努力したいと決意を表明しました。
これまでの3年4ヶ月を総括し、「①広
域交流拠点としてのにぎわいのあるまち
②教育、福祉、安全なまち⑧市民参加、
協働のまちづくりを三本の柱として諸施策を実行してき
た」と市長の基本的な立場を明らかにしました。
具体的に「きらり先生、駅前保育所、子育てサロン、
くらしの道ゾーン、ＡＴＭ（歩いて楽しいみちづくり）、
協働戦略プラン等々」を実現するなかから「新たな方向性
を築けてきたのでは」と自らの一期目の成果を語りまし
た。
最後に新鎌を「ハブステーションとしてのにぎわいあ
る交流拠点として、まちのステイタスを向上させたい」
「これからの4年間が鎌ヶ谷市としての節目の年となり
ます。」「鎌ヶ谷市の将来を確固としたものにするのが私
の責務」と二期目をめざす市長の意志を力強く宣言しま
した。

合 併 浄 化 槽 整 備 の た め の 「￣
ト ッ プ セ ミナ ー・」
かずさアカデミアホールで、環境省主催の 浄化槽整
備の促進のためのトップセミナー
が催されました
（ 05．11／15）。千葉県下25の市町から職員、議員の参加
がありました。下水道管路布設1ｋｍ当り1．72億円、公共
下水道の使用料での回収率は、64．1％（平均）。財政の改
善、投資効果を考慮した生活排水処理施設のあり方が問
題提起されました。
1合併浄化槽（個人型約90万円）を整備し維持した方が
公共下水道を布設するより、よい経済的効果が発生する
地域の場合…どう選択するか？
平成17年改正（Ｈ18．2施行）された浄化槽法第一条
には
公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽に
よるし尿及び雑排水の適正な処理を図る
と 水質の保
全
の観点が明示されました。
地域的な特性を検討し、投資効果の高い生活排水対策
事業が模索されました。今回のセミナーのように一方で
は合併浄化槽を促進する会議を開いているのに、鎌ヶ谷
市においては、11戸以上の集
合住宅での合併浄化槽には補
助金を出さないことにしたの
はなぜなのか？
環境の観点、財政的観点か
ら再度検討し直す必要を感じ
ました。

又、−03．10月には、船橋
市との市境・南鎌ヶ谷にお
いてテトラクロロエチレン

12月初め、北部小6年のチ
ビもたちが、粟野の森へやっ
てノきました。初冬の森を観察
するためです。落ち葉をめ
くったり、樹木をひっくり返
したり、大木の幹に沿って見
上げたり、どんぐりや生き物を探しているのでしょ
う。「夏に比べて明るくなったね」「蚊があんなにい
たのに」「生き物なんかいないじゃん」なんて声が聞
こえてきます。
たぬきさんもうさぎさんもふくろうさんも、
じ一つとして、決して見つかりません。卵に変身し
たクツワムシさんもコオロギさんも、ヘビさんもモ
グラさんも、み−んな土の中。とうとう、日なたぽ？
こをしていたルリタテハさん（成虫で冬を越すチョ
ウ）が見つかってしまいました。そっとしておいて。
見るだけだよ。
そんな初冬の粟野の森が、夕陽に照らし出される
と、本当にきれいですよ。
来年、子どもたちが、粟野の森をどんな森にした
いかを発表するんだって。楽しみだなあ。
「粟野の森の会」小出 達雄

□かまがや・「いちご」噸紗磯紗
最近、鎌ヶ谷市の農家の中で
梨
から「いちご」
栽培へ転換する方々が見うけられます。
8軒で11，851汀ｆの作付面積。24．7ｔの生産と
なっております。
まっ黒な土の上で、もう小さな白い花をつけた、
いちごの畑を見ていると、おいしい赤いイチゴを想
像できます。新しくイチゴのハウスを造った農家の
方に聞きました。「開発で住宅などが梨畑の周辺に
迫り、自由に農作業が出来ない状況になってきた。」
「イチゴなら車の辺の問題が解決できそうだ」又「梨
だけでなく、若い者がやっていきたいものをとり人
れたい」と言ってました。か
まがやのイチゴの味はすこぶ
る評判がよいようです。
農家の方々が、都市農業の
経営基盤をしっかりとしたも
のにしていく為にも、すばら
しい方向ではないのだろうかと思われます。

□土壌汚染・鉛・六価クロム＆
地下水汚染・テトラクロロエチレン
鎌ヶ谷市軽井沢の旭硝子コートアンドレジン（株）
工場敷地内から、土壌汚染（鉛、六価クロム）、地下
水汚染（ベンゼン、トルエン）が確認されました。
（ 05．8月・10月）詳細な調査と、飛散防止、及び浄
化対策を早急に実施する予定。県と鎌ヶ谷市は、事
業者に対し行政指導を実施しております。

が地下水より検出されてお
ります。全面的水質調査が
−05．12月におこなわれ今
年の1月にも結果が公表されます。
有害物質の環境への汚染、一刻も早い対処が求め
られております。
□
野焼き・産廃の里
になるのか
みどり豊かな谷津の里
か
大堀込遺跡、根郷貝塚と4000年前より縄文人が豊
かな生活を送っていた、第四中学校周辺のすばらし
い谷津と里山が鎌ヶ谷の産廃、野焼きの里となりつ
つあります。−05．11月1日中沢地区の資材置場で、
野焼きをしていた解体業者が、警告の後、ついに廃
棄物処理法違反で逮捕されるといった事件がおきま
した。以前よりたびたび周辺住民から苦情が市へ寄
せられておりました。行政が関係機関と協力して、
きぜんと対応していかなければ、古代の人々が残し
てくれた谷津の里が産廃野
焼の里となってしまいま
す。中沢地区全域を かま
がやの21世紀の自然豊か
な街づくり
の中心に置い
て考えていく必要があるの
ではないでしょうか。

ご協力ありがとうごぜい春す
中国・黒龍江省の子どもたちへ
児童育成基金
募金へのご協力ありがとうございました。4万円も
の多額の寄附があつまりました。さっそく関東日中
平和友好会へ送らせていただきました。3月には、
黒龍江省富裕県龍安橋銭へ直接届けられ、多くの子
どもたちの勉学に役立てられます云
ふじしろ

お知らせ
☆平和憲法を世界に拡める会
学習会 2ノ月5日（日）13：30〜 まなぴぃ
☆津久井清市政報告会
1月29日（日）13：30（北部公民館）
☆ＷＯＲＬＤＰＥＡＣＥＮＯＷ 3．18

3月18日（土）日比谷野音
きょうどう事務所 トライご案内
□法律無料弁護士相談一要予約 ふじしろまで−
1／21（土）2／25（土）3／18（土）13：00〜
□子ども教育心理相談一要予約 ふじしろまで−
1／28（土） 2／25（土） 3／25（土）13：00〜
□碁楽会
1／20（金）13：00〜
□算数・数学教室 毎週 月†火・土曜日
□市政相談 ふじしろ市議
1月18日（水）10：30〜

