新たな飛翔！、市民一人一人の街づくり
参加と自己決定……そして協働へ

を。
つ

く地域で暮らしていける 共生社会
個人の尊厳の尊重

ノ＼︐

公開と参加、そして自己決定
・‥∴・地方分権の時代、住民自治の
あり様を議会で、そして市民活動
の場で模索してきました。鎌ヶ
谷市では、少子高齢社会のあり様

ふじしろ 政夫

全市的な各家庭からの緊急連絡システムを
り、地域の医療・介護福祉体制をつくっていく。
などなど
これからの少子高齢化社会、多くの課題がありま
す。これらの課題を、市民一人一人が自ら切り開い
ていく時代……
協働
の時代です。
その為には、何よりも情報の共有化が必要です。
まだまだ行政の持つ情報は、徹底した公開とはなら
ておりません。情報は本来市民との共有物という認
識に立ちかえり、さらに徹底した公開の仕組みづく
りが必要となります。
公
が持たねばならない社会的セーフティーネッ
トへの責任、市民が自ら参画して自己決定していく
為にも情報は公開されなければなりません。
「鎌ヶ谷市が大き
く飛翔する」それは、
文字どおり 住民自
治のかまがや をつ
くりあげていことだ
と思われます。

を、地域福祉のあり方など、市民と行政とのワーク
ショップ形式で検討し、協働への道を一歩歩み始め
ました。，さらに、住民一人一人が自らの手で自らの
街のあり様を決めていける
自治
の仕組みをつく
りあげ
ふるさと鎌ヶ谷
の街づくりをしていきま
しょう。

これからの鎌ヶ谷……どんな街にしたいですか
例えば
〇線の景観：鎌ヶ谷の特性である
谷津 を生かし
た線の景観、里山の再生・保全
一人一本の木……ドングリいっこまいたなら

○野馬土手・鎌ヶ谷大仏など文化財に光をあて、
釜
原
の原風景におもいをよせ、自らの土地のアイ
デンティテーを醸成していきましょう。
野馬土手サミットで北総台地の牧・文化の継承
大仏散策ロードを

○共生社会：赤ちゃんも高齢者も、若者も、障かい
のある人もない人も、男も女も皆んなその人らし

鎗・＊・書・＊・＊・書・＊・＊・書・＊・＊・＊・書・＊・＊・6月議会で決まったこと＊・＊・＊・書・＊・＊・象・＊・＊・鎗・＊・＊・＊・＊・書・

☆アスベスト除去工事として1億4800万円の補正
翠
や
予算が成立しました。（議案第1号）
率
市営住宅24戸分の天井、市 脅
単
庁舎（階段室、エレベーター 申
年「ル、頭埠、展望喫茶店）、蒸へ寒

☆大相川第二調節池事業
中沢の大相川第二調節池事業が千葉県の事業（事
業費は100億円10年間）としておこなわれようと
しています。計画面積は21ｈ、計画貯留量は
一
101，Ｏｄｏｔ降雨量1時間50ｍｍ対応で計画されています。
気機関車、給食調理場、にある宗 地域住民、地区自治会への説明会も4回程おこなわれ
ております。
石綿を本年度中にすべて除去箪
串
この調節池が完成し、河川の拡幅整備も行われる
する工事の為の予算がたてられました。
や
串 と、上流の根郷川、中沢川、二和川の整備も進めら
申

し

、⇒ふ．−⊥山上わ〈血，ｕｌに諭，しけ＿、、＿Ⅰ＿，〈⊥＿上．肖

今回の財政的手当ては1億2280万円の地方債を 蒔 れ、浸水被害の軽減も図られることになります。県

¶

起債しておこないます。この地方債の40％があとで宗立葛南広域公園構想地区に重なるので、公園化の具
交付税の基本財政需要額に算入され交付されるとの畏現化が期待されます。『ほ
事です。本来国のアスベスト対策の失政から1970年宗たるの里』のすぐ隣りの地
以降500万ｔ以上のアスベストを全国の建物に使わ や 区です。自然豊かな谷津の
せてしまった責任を考えると全額算入してもよいと等景観をつくっていきたいも
思うのですが……。
（Ｆう霊のです。
（環境保護のため再生紙を使用しています。）

≠雌 ◎真岡 監答弁
☆戦時状況下での国民保護計画を
つくらなければならない？？？
−鎌ヶ谷市危機管理指針と国民保護計画について−
鎌ヶ谷市は、 市民の
生命・身体・財産への
重大な被害を及ぼす事
態

を

危機

として

とらえ、危機の種類に
応じて、（Ｄ「地域防災
計画」②「国民保護計
画」③「緊急事態対応
計画」を作成し、体系
的に危機に対応してい
こうと「危機管理指針」をつくりました。
①と③は地震や水害などの自然災害、事故、事件等を
対象とするものであり、『自治事務』として市町村が主
体となってやるべきものです。②は、武力攻撃事態とい
う、戦時状況への対応であり『法定受託事務』、国から
の指示といった計画です。
同一平面で語れないのでは？ 自治体の荷負うべき課
題をあきらかにする為質問しました。
議論の中で次の点が明らかになりました。
①市の国民保護計画策定は、法的には平成18年度策定義
務はないこと。
②今、自治体にとって緊急に必要な危機管理は地震や台
風などの
防災・緊急事態
であること。
③国自身可能性が低いと言っている 着上陸侵攻カ 航
空攻撃
を前提とした保護措置の計画をつくることに
は、課題、問題も多くあること。
鎌ヶ谷市民の生命、身体、財産の安全確保の為に今、
自治体は何をなすべきか、真剣に検討する必要があると
感じました。

「保護計画」平成18年度作成の、法的義務はない

質問（藤代市議）：「市町村の国民保護計画」は平成18年
度中に作成しなければならないのですか。
答弁（総務部長）：法律に規定はありません。しかし、
平成18年度目途と通知がなされています。

議会との協議の場を
質問（藤代市議）：「保護計画」は 議会への報告 だけ
ですがＪ鎌ヶ谷市においては議会で議論する場を作る
べきなのでは？
答弁（総務部長）：素案、計画をまとめる段階で、協議
の場をもうけます。
防災訓練と国民保護計画の訓練は本質的に違うのでは……

質問（藤代市議）：「戦争と災害では応急対策も違ってく
る。本質的に違った事態を被害の結果が似ているから
という理由で重ね合せようとするのは 危機管理のイ
ロバ を忘れた誤りである」といった指摘もあります。
自然災害の防災訓練と、戦時対応となる保護計画の訓練
を同様に扱えないのでは？
答弁（総務部長）：総合訓練とするかどうか今後検討し
ていきたい。

下総基地という特殊事情

質問（藤代市議）：下総基地は、鎌ヶ谷市としての保護
計画にどう反映されるのか？
答弁（総務部長）：計画づくりの中でも検討していく必
要があります。どのようにするか現在未定です。
防災に最大の努力を

質問（藤代市議）：今、緊急に必要な危機管理は何ですか？
防災ですか、保護計画ですか。
答弁（総務部長）：優劣はつけられないが、自治体とし
て 防災カ に最大の努力をはらっていきます。
管理指針の枠組みの変更を

質問（藤代市議）：以上の議論で、有事、戦時状況が対
象である国民保護計画と自然災害等の防災計画とで
は、本質がまったく違うことが明らかになりました。
鎌ヶ谷市の危機管理指針の対象は「防災計画」と「緊
急事態対応計画」とし、「国民保護計画」は別枠とす
べきだと思いますが？
答弁（総務部長）：スタートラインにたったばかりですが、
今後、見直すべきは見直していきます。

☆国勢調査『もう限界です』
れた国勢調

武力攻撃とは戦争か！

質問（藤代市議）：武力攻撃とは戦争ですか？事故ある
いは事件ですか？
答弁（総務部長）：武力攻撃事態とは「我国に対する外
部からの武力攻撃が発生した事態」です紅、広い意味で
の戦争の中の一部と考えられるが、 戦争娠き匝与字
句はありｌません

テロは警察の対象です

質問（藤代市議）：緊急対処事態（大規模テロなど）は
自衛隊の対象なのか。警察の対象なのか？
答弁（総務部長）：国家公安委員会・警察庁国民保護計画
の中で「警察が第一義的責任を有している」と記載され
ていることからも、警察の対象となるものと考えられ
ます。
「協議会」委員へ

市民公募、人権チェック

も検討

質問（藤代市議）：計画策定の為の諮問機関である「国
民保護協議会」の委員の中に市民公募、人権をチェク
する委員を入れるべきなのでは？
答弁（総務部長）：「国民の保護のための措置に関し知識
又は経験を有する者」の中で検討します。

に悪化し、調査票の未回収が全国平均で4．1％（2000年
時は1．7％でした）、東京都内は11％の未回収との報告も
でています。鎌ヶ谷市は5．1％の未回収でした。鎌ヶ谷
市の状況を明らかにするなかから国勢調査のあり様をさ
ぐっていきたく質問しました。

調査は困難を極め、苦労は並大抵でない

質問（藤代市議）：鎌ヶ谷市の2005年調査の状況は？
答弁（総務部長）：719名の調査員・指導員で調査票の配
布・説明・回収等を行いましたが、プライバシー意識
の高揚等により調査協力が困難な世帯、不在世帯の増
加により調査は困難を極めました。さらに10回以上
訪問したり、訪問時に心ない言葉牽投げかけられたり
と、調査員の苦労は並大抵ではなかったと思います。
質問（藤代市議）：このような困難な状況で次回（2010
年）の国勢調査を行えるのでしょうか？
答弁（総務部長）：調査員の確保が困難となります。また、
調査員への待遇等も問題があります。次回の調査を考
えた場合極めて深刻な問題です。

福祉のまち・かまがや

氏名、勤務先の名称調査が必要なのか？

質問（藤代市議）：調査される市民からの声は？
答弁（総務部長）：人口調査であるのに、氏名や住宅面
積、勤務先の名称等を記入する必要があるのか、調査
員に調査票を渡したくないといった意見がありました。
ＤＶ被害者は自分で対応？？？

質問（藤代市議）：住民基本台帳閲覧リストからはずさ
れているＤＶ被害者への対応は？
答弁（総務部長）：例外措置はありません。ご自身の判
断で対応していただくしかないのでは。
意見（藤代市議）：これこそ国勢調査の対面調査の問題
点です。
全数調査は人口調査に限定

質問（藤代市議）：統計法による国勢調査ですが、全数
調査は人口の基本調査に限定し、他の社会調査は抽出
調査でも十分なのでは？
又全て封入で統一し、郵送方式を真剣に考えるべきな
のでは？
答弁（総務部長）：総務省の検討の推移をみまもってい
きます。
又、全数調査の件など近隣市と意見交換していきたい
です。

ふじしろ政夫 3年間をふりかえって
議会を変えよう、市政を変 ウシは1●ケタ．ヒトは11ケタ
えよう と議会に送っていた
だいた第一回目の6月議会
（03．6）では、自治基本条例策
定の必要性を訴え、又住基
ネットの問題点＝国民総背番 97843307010
号制を指摘しました。
その後も個人情報保護、自己情報コントロール権の立
場から住民基本台帳の大量閲覧・選挙人名簿の閲覧の問
題点を数度にわたって議論しました。国が法改正する前
に、鎌ヶ谷市では独自の閲覧制度の要綱をつくることが
でき住民の個人情報保護の施策を展開しています。
谷津の景観の再生・保全こそ鎌ヶ谷の原風景を創りう
ると考え、谷津の再生と、その地形からつくり出された
歴史的文化遺跡である野馬土手、捕込の価値に光をあて
させていただきました。初小校庭わきの土手が市文化財
として指定されました。
ペット火葬場の建設問題から、鎌ヶ谷市の ペット霊
園条例 をつくりルールづくりをすることができたのも、
また、ゲームセンター建設反対から教育環境条例をつく
ー▼ニごこ−一一．

ることかできたのも、市民の皆様
の活動の成果であると思われま
す。これからも、市民一人一人が
まちづくりをしていく住民自治の
まち鎌ヶ谷を創っていきたいとい
う思いです。

住 民 基 本 台 帳 閲 覧 「原 則 非 公 開 」 に 法 改 正
住民 基 本 台 帳 の閲 覧 制 度 が、 原 則 公 開 か ら 「原則 非
公 開」 に改 ま りま した。 公益 性 の 高 い世 論 調 査 や学 術
研 究 な どに閲 覧 を 限定 す る法改 正 が 6 月 9 日の衆議 院
で可 決 しま した．
。 鎌 ヶ谷 商 はす で に原 則非 公 開 の運 用
を して、 住 民 の 個人 情 報 を ま も って い ます。

をつくっていきましょう。

障害 者 自立 支 援 法
新 体 系 サ ー ビス は 10 月 1 日か ら

10月からいよいよ障
害者自立支援法が本格施
行となります。市町村に
設置される機関として重
要な意味を持つ三つの会
があります。一つは障害
福祉計画策定委員会。現
在鎌ヶ谷市でも二人を市
民から公募していますよね。
ここでは、障害福祉サービスを向こう23年度まで見込
んで地域ごとの新体系サービスの必要量、見込量を具体
的に詰めていきます。二つ目が、障害程度区分認定審査
会。これは、介護保険と同様に聞き取り調査に始まって、
コンピューターによる一次審査の次の二次審査をする機
関です。ここで決められた程度区分により利用できる
サービスに事実上の規制が加えられていきます。
三つ目が地域自立支援協議会。これは、ケアプラン作
成やサービス利用計画という大変重要な役割を果たす
「相談支援事業者」の委託や事業評価、社会資源の開発、困
難ケースの検討などを行う必置の機関です。少しでも良
い制度にするために、みんなでこれらに積極的に関わっ
ていきましょう！

特定非営利活動法人青空の会 代表 黒岩 史郎

たすけあいの輪をひろげたい！
鎌ヶ谷市は平成17年4月に、65歳以上の人口が16，386
人となり、千葉県内では五本の指に入る高齢化率となり
ました。このように高齢化が進み、一方、少家族化が進行
したため、家族内での対応や、公的なサービスだけでなく、
お互いが助け、助けられという相互扶助の輪を、もっと
もっとひろげてゆくことが重要となってまいりました。
鎌ヶ谷たすけあいの会は「おしきせでない」「金もうけ
でない」「ほどこしでない」をモットーに活動している団
体です。是非、地域社会の福祉づくりに参加いなしません
か。我々は次のような事業を運営しております。協力いた
だける方、また、サービスを受けたい方、ご遠慮なくお問
合せ下さい。
〈たすけあい事業〉
介護保険でまかなえないサービスなどを行っております。
例えば、庭の草取り、犬の散歩、産前産後のお手伝い、
話し相手等々（
く介護保険事業〉
ヘルパーの資格がある方が、身体介護や生活援助を
行っております。
〈移動サービス事業〉
単独で公共交通機関を利用できない介護保険認定者や
障害者手帳保有者の、通院や買物などのお手伝いをし
ております。
〈その他〉，
パソコンが得意な方、経理に詳し
い人など事務所の事務をサポー
トいただける方。
特定非営利活動法人
鎌ヶ谷たすけあいの会
ｌ

（ＴＥＬＯ47−444−6569）

ＡＥＤ設置
心肺停止時の緊急対

老いのピース運動

応としてのＡＥＤ（自動
体外式除細動器）が市庁

さる2月、私は傘寿のハードルを越えました。今は自由

舎に設置されました。

に独想し、八十路をポコアボコ独歩しています。
高齢化社会の一員ですが、まだ余生はありそうなので、
お招きうけた音楽会にお礼と感想を手書きで差し出し敬
愛するベートーベンとチェロの巨匠パブロ・カザルスの平
和思想に触れることにしています。
楽聖ベートーベンはゲーテの文学に接して楽想を豊か
にし、自由の詩人フリードリヒ・シラーの「歓喜に寄す」

合一忠告・忠一思一豊、告一七㌢一一舎・一怒・一浩1−忠一くＳ・一思き一骨忠告一票こ・一浩ノ崇ト七㌢一忠一忠一忠一ｅ告−・忠一・忠一告

鎌ヶ谷市地球温暖化対策実行計画
今年も クールビズ

冷房温度28℃〜29℃設定とＣ

Ｏ2削減へ向けた施策が全国的に展開されています。

を愛読し、平和と自由を求めてやみませんでした。だから

鎌ヶ谷市も、平成18年（2006）から平成22年（2011）

不朽の名曲第9シンフォニーの合唱に「歓喜に寄す」をと

までの5年間で平成16年実績を基準にしてＣ02を5％

り込み、「人はみな兄弟である」が歌い継がれています。シ

削減していこうと実行計画をつくり動き始めました。

ラーの思想を想起しながらＣＤで合唱を楽しんでいます。

その為に庁舎の電気使用量を5％、都市ガスなどの燃料

一方、カザルスは生まれ故郷の「スペイン・カタル一二ヤ

使用量を5％、公用車燃料（ガソリンなど）の使用量を

地方の小鳥たちはピース（平和）、ピースといって鳴きま

7％削減と目標をたてました。私達市民もできること

す」とアピールし、カタル一二ヤ地方のクリスマス民謡

からＣＯ2削減をとりくみましょう。

「鳥の歌」を世界に広めました。そして1961年11月、ケネ
ディ米大統領の招きでホワイトハウスで「鳥の歌」を弾き、

一種を一票を一岩を一票を一票き一票ト怨ト慧 慧4慧ペ告一ｅき一告一告一合4語り慧ト空き一昏一啓一増を裾き一告愚一票を一票を鮒

高官たちに感動を与えました。ピース、ピースと鳴くが如
きそのＣＤライブ盤を時折聴き返しています。
「蟹は甲羅に似せて穴を掘る」といいます。私は身のは
どに近況所感に
ピースを唱え、
「老いのピース
運動」をしてい
ます。
（東中沢・牧野
雄一郎）

お知らせ
☆「ガラスのうさぎ」上映会 中央公民館地下ホール
7月16日1400円（一般）1200円（60才以上）
1000円（3−18才）
前売券あります（200円割引）ふじしろまで
☆津久井市政報告会
7月16日13：30〜 南部公民館
☆丸木位里・俊「原爆の図」

招き一票き一昏一票ト莞巨悪巨裾を一ぞき一考…き一ぞき顔を一票き一一空き一啓一ぞ5ト思ト慧巨竜を一竃を一慧増櫓

《街かど情報》

8月1日〜15日

新鎌ヶ谷まちづくり

東部学習センターギャラリー

一動物病院がやってくる一
玩具店「トイザラス」＿やフ竺ツトネ蒸空ラブ、生鮮食
品店30数店舗が入る予定のアクロスモール（11，700Ｉ迂店
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写真パネル展

主催：かまがやの地方自治をつくっていく会
後援：鎌ヶ谷市・鎌ヶ谷市教育委員会

￣Ｔ￣

舗面積）の工事が着々と進んでいます。
11月末オープンに向けて市民は楽しみにしております。
さらに中央街区（1599．58Ｉ運の敷地）への公募結果、
（株）むげん社による動物
病院、オープンカフェが
できるとのことです。

延床面積1341粛

Ｒ

Ｃ造3階建で来年（平成
19年）10月開業予定だそ
うです。

きょうどう事務所 トライ・案内
□法律無料弁護士相談
7月22日（土）13：00〜 要予約 ふじしろまで
□市政相談
7月19日（水）10：30〜 要予約 ふじしろまで
□碁楽会

7月7日（金）7月21日（金）13：00〜

□今更英会話 も毎週木曜日13：30〜
□数学教室 毎週月・火曜日19：00〜

