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県政を市民の手に！

千葉県議会議員

鎌ヶ谷市の
課題と県政

ふじしろ政夫
千葉県と鎌ヶ谷市のパイプ役
課題解決に

二期目の４年間、ふじしろ政夫は
鎌ヶ谷市内の多くの県事業に取り組
んできました。
水を治めよう

大きく前 進！
全校設置

森田知事が“二和川流域の浸水被害を軽減するため、鎌
ヶ谷市の河川改修工事と整合を図りながら、大柏川第二
調節池の整備を進めていく”と力強く事業推進を答弁。

全県立学校に“県費”でエアコン設置へ
保護者負担も県費負担へ

新京成線の一日も早い高架完成を！

平成 31 年度 松戸方面も高架化へ
大仏交差点用地買収進む

―“京葉銀行 ” 移転 ―

◀京葉銀行の移転が決定
大仏交差点の改良事業
を推進させました。
白点線：大柏川第二調節池予定地

甲状腺エコー検査

市内の県立高校のエアコンも県費負担へ

房総の牧

―「日本遺産」認定を目指す

右折レーンは必要

初富交差点▶
「右折レーンは必要です」
予備設計に向け測量を…
千葉県警＆県土整備部
鎌ヶ谷診療所で甲状腺エコー検査（市が助成）

小金中野牧・国史跡 捕込

佐倉・油田牧

嶺岡牧の野馬土手

右折レーンがないのです…

鎌ヶ谷 の 課 題 へ の 提 言
～ 一人一人に寄り添う 地域ケアの街づくり～

高齢者も子どもも安心して暮らせる
医療＆
福祉 “地域包括ケアシステム”の街づくり
鎌ヶ谷市内では、産科が１施設から２施
設になりましたが、周産期病院と小児科と
の連携が必要です。小児科は 17 ヶ所ありま
すが、まだ夜間診療が十分に出来てません。
県とも連携して、小児科・産科の医師確保
を推進していきます。
保育所は、公立４、私立９、小規模保育
所 10 で、平成 31 年４月には 1,545 人の定
員に。待機児童０を継続できるよう、保育士
の処遇改善の為の補助事業（県２万円→鎌ヶ
佐久総合病院でのシンポジウム
谷市３万円）を上乗せしていきます。
又、子ども医療費助成は、鎌ヶ谷市は通院・入院中学３年まで、３億 2880
万円で事業を展開。千葉県の助成は、入院中３ですが、通院は小３までという
課題があります。更なる拡大で安心して生み育てる社会にしたいです。
市内の 65 才以上の高齢者は 30,558 人（高齢化率 27.79％）で、75 才以上
の方は 14,426 人。H37 年には 75 才以上の方が 20,112 人に。特別養護老人ホー
ムの定員は、７施設で 606 名。待機している方が 248 人。高齢者が安心して暮
らせる在宅での医療・介護の仕組みが必要です。
訪問診療と訪問看護・介護そして見守り、住民が主人公として参画し、自立
と自決のプライマリヘルスケアを鎌ヶ谷の地域包括ケアシステムとして創って
いきましょう。今、鎌ヶ谷市では、住民の話し合いの場“協議体”、多職種連
携会議、相談薬局をつくる県事業“薬局ビジョン”を実践中。一人一人に寄り
添う地域ケアの街づくりを進めましょう。
3.11 原発事故に対応して、小児甲状腺エコー検査の助成事業を鎌ヶ谷市でも
始まりました。鎌ヶ谷医師会の協力のもと市民負担 3000 円（市負担 7000 円）
で実施。子ども達が安心して成長できるよう“健康チェック”体制をつくって
いきましょう。

分かち合い
の経済

私たちの“分かち合いの経済”
で格差と貧困 STOP！

鎌ヶ谷市の人口 11 万人、生活保護の
受 給 者 は 1363 人（1021 世 帯 ）
。その
為 の 平 成 29 年 度 決 算 は 22 億 5363 万
円（国負担 3/4）です。本来受給でき
る階層の人々の約 20 ～ 30％しか受給
していないとも言われています。
生活受給者の高等教育への進学率は、
平均より10％程低く、教育の格差を生み 格差と貧困問題を語る、竹信さんと上林さん
出し、貧困の連鎖をつくり出しています。
非正規雇用で働いている人は 40％以上。非正規年収 169 万円、正規雇
用年収 444 万円の格差を解消する為にも、人が生き生活していく上で必
要な社会的共通資本である居住・医療・教育等が普遍的福祉として提供さ
れる社会を創っていく必要があります。格差と貧困を生み出す１％の人の
為の新自由主義の経済から、99％の人々の為の“分かち合いの経済”に！
社会保障や福祉を現物給付サービスする“自治体”こそ、所得の再分配
を実現出来るのです。地方から“経済・福祉”総体の変革を実現していき
ましょう。
地域分散型の“再生可能エネルギー”
、地産地消の“都市農業”
、医療・
介護の内需拡大型知識集約経済の創出こそ、私達の歩んでいくべき社会の
経済です。

子ども
の権利

斜面林の緑、並木道の
歩いて楽しい街づくり

街

「歩道がなくて、車が危ない」
「デコボコ
の道、なんとかならないの」と住民の方々
から苦情が寄せられている道路状況。
「船橋・
我孫子線」
「千葉・鎌ヶ谷・松戸線」
「木下街道」
「464 号」すべて千葉県の管理。毎回県当局
へ要望・要請をしていますが、高規格の産業
道路の計画はありますが、県道の歩道計画
がない県当局。県道の不備で毎議会の度に、
信号機設置に向け設計・調査
事故による損害賠償の専決が出されていま
東中沢旧こひなたストアーのところ
す。更に歩道の整備を要請していきます。
「大仏交差点の改修工事が完成するのはい
つ？」
「くぬぎ山の歩道と踏切改善はどうなったの？」大仏交差点の大き
な用地買収契約もでき、くぬぎ山ふみきり改修の為の家屋調査を実施中と
のこと。一日も早い改善を。
新京成の高架による交通渋滞の解消を。北総鉄道の高運賃値下げを。二
和川・大柏川の改修による治水を。
小金・佐倉・嶺岡房総の牧の日本遺産認定を目指しましょう。生物多様
性の豊かな緑の街をつくり、楽しい街にしましょう。

平和と
独立

下総基地の騒音は？
オスプレイは？

「下総基地を飛ぶ飛行機の騒音何と
かならないか？」「 オ ス プ レ イ は こ
ないのでしょう？」という住民の声
……市民体育館周辺は、損害賠償の
対象である 75WECPNL（うるささ）
を超える騒音があります。毎年下総
基地に申し入れしています。しかし
飛行回数・飛行時間を減らそうとし
ません。訓練や騒音について市と基
地との間の協定書を結ぶよう声をあ
毎年、下総基地の騒音に抗議
げていきましょう。
横田基地には、CV-22 オスプレイが配備され、木更津駐屯地はオスプ
レイの整備拠点、すでに２機整備中です。
米軍のオスプレイは、低く飛ぼうが夜間飛ぼうが米軍の勝手が“日米地
位協定”
。日本の国内法の適用はありません。……だから下総基地も危な
いのです。
日米地位協定の改定を、全国知事会と一緒に要求して、安全で安心でき
る空を取り戻しましょう。ここは独立国日本国なのですから……。
核兵器禁止条約も成立しました。署名と批准を日本政府へ要請し、非核・
平和な鎌ヶ谷の空、北東アジアをつくりあげていきましょう。
「戦争はイヤです」

ふじしろ政夫 がんばれ！

未来を担う子どもの
“育っていく権利”を実現

未来を担う子どもにとって必要なこ
とは、健康であること、そして、一人一
人の個人の尊厳と能力を十分に伸ばす
教育、障がいのある子もありのままに受
け入れる差別のない社会、男の子も女の
子も一人の人間としてその存在の大切
さが認められる学校・社会。
経済的・社会的要因で教育を受ける機
会とチャンスに格差があれば、その教
柏市高柳にある “ わかたけきっず ”
育格差が経済的格差に連なります。
給付型の奨学金を地方自治体から始めましょう。
障がいのある方とのノーマライゼーション社会をつくるには、グループ
ホームの整備が必要です。鎌ヶ谷市では、12 ヶ所で 54 人が支援を受け
ています。強度行動障がい児の支援が、沼南わかたけで始まっています。
千葉県の袖ヶ浦での虐待死亡事件、旧優生保護法による障がい者への強
制不妊手術といった差別を反省し、差別も強制もないインクルーシブ（包
括する）な社会をつくっていきましょう。
子どもが未来に向かって希望をもてる社会にするのが大人の責任です。

福嶋 浩彦

（元我孫子市長）

桜井 勝延

（前南相馬市長）

白石 孝

（官製ワーキングプア
研究会理事長）

清水 聖士

（鎌ヶ谷市長）

上原 公子

（元国立市長）

ふじしろ県議の県政に対する熱い
思いには心から敬服しています。
鎌ケ谷市内の県事業推進の為にも、
引き続き県と市のパイプ役として
働いて頂ける事を願っています。

清水 聖士（鎌ヶ谷市長）

色平 哲郎

（佐久総合病院地域ケア科）

村上 達也

（前東海村村長）

市民の声がとおる県政・議会を！

と共に県政・市政を変えよう

ふじしろ政夫と共に県政を変える会 ニュース
〒273-0122 鎌ヶ谷市東初富5-24-50
TEL.FAX 047-445-9144
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『経済的に、政治的にも不安定な状況が続いています。でも、未来を担う子ども
達が希望を持てる社会にしなければならない』と県議会で、市内で頑張っている
ふじしろ政夫県議会議員に、その思いを語ってもらいました。
（編集部）

