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コロナ対策で見えた
木更津市の対応あれこれ

学校再開で、男女別登校?!
６月前半「新たな生活習慣を徹底する期間」

公共施設利用再開 名簿提出?!

も
り
え
ん
ぬ

●▲■お知らせ伝言板●▲■
問合せ専用℡ 070-2172-8480

６月から公共施設の利用が可能になりまし

として、学級を２グループに分け、分散登校と

た。ところが、コロナ対策として、利用者名簿

▶講座 近代史を学ぶ 大人の学校

なりました。その際、男女別に登校した学校も

の取り扱いが施設ごとに違いました。たとえ

「国家総動員体制とアジア太平洋戦争」

あり、配慮のなさを感じました。

ば、公民館は「利用者が名簿を保管し、必要な

日程 9 月 10 日(木) 14:00～16:00

時に提出」と木更津市の基準どおりでした。

場所 木更津市民総合福祉会館

文科省通知(Ｈ27.4.1)抜粋
性同一性障害、性自認など

しかし、名簿の提出を求める施設や、男女

★毎月第 2 木曜日 (8 月はお休み)

の児童生徒には、服装、髪型、

別、年齢など、不必要な項目もある名簿の提出

★予約なしで OK ★資料代 100 円

更衣室、トイレ、呼称の工夫

を求める施設など、対応がさまざまでした。

★講師 元高校教師の栗原克榮先生

など学校生活ではきめ細や

市民ネットワークでは、市の基準どおり統
一の対応を求めたところ、是正されました。

かな対応をすること

10 万円給付（特定定額給付金）申請、まだの人 いませんか
申請の期限は 8 月 17 日までです。木更津市
は、まだ、申請していない世帯へ、7 月中旬に
個別の案内を郵送しました。身の回りに、支援
が必要な方がおられませんか。

緊急事態宣言中の４月オープン

⚫ ご本人からの申請が難しい場合は、電話で

集合 13:45 クリーンセンター玄関

相談してください。

４月、市民ネットワークでは、このことを緊急

数に関係なく補助金の対象となり、運営でき

要望書に盛り込み、木更津市に提出しました。

ました。この４月にオープンした学童保育は 3

その後、
「要綱」が改正され、10 人未満の新
設学童保育も補助金の対象となりました。

難しい状況下 10 人未満で運営していました。 学童保育所おむすびころりん(請西南 5-1-3)
新設の場合、10 人未満だと補助金の対象外。

講師 木更津市環境部職員
日時 ９月 28 日 14:00～

10 人未満の学童保育も補助金対象に

か所、うち２ヶ所は児童の募集を行うことも

「ごみの出し方・リサイクルのその後」

⚫ 申請書を紛失しても、再発行できます。

特別定額給付金本部 ２３－８６９８

緊急事態宣言中にも、既存の学童保育は人

▶出前講座

なのはなクラブ-金田 1(中島 1013-1 保育園内)

会場 クリーンセンター
★要予約 36-0677(事務所留守電)

▶平和のための戦争展
展示 原爆・沖縄戦から 75 年
戦前・戦中・戦後の木更津
日程 ８月５日～８日 10:00～16：00
会場 木更津中央公民館・第 7 会議室
主催 平和のための戦争展実行委員会
090-6149-4132（栗原）

【オスプレイ特集】

暮らしと政治をつなぐ 市民ネットワーク

陸上自衛隊オスプレイの暫定配備 2025.7.9 まで

米軍の定期機体整備も規模拡大計画

1 機目の陸上自衛隊オスプレイが木更津に到着した 7 月 10 日から、

６月８日の基地政策特別委員会協議会での防衛省との質疑

5 年間の暫定配備が始まりました。防衛省と木更津市と市議会が、住

で得た情報や、田中の入手資料（今秋落札予定の新たな企業の

民の懸念事項の解消や安全確保に努めるかを、今後も私たちは注視

整備スケジュール）をもとに作製した表です。

していきまし
ょう。

オスプレイ

陸上自衛隊オスプレイは、どこで訓練するのか?

米海兵隊

米海軍

陸上自衛隊

定期機体整備

定期機体整備

暫定配備

整備の最終段階に試験飛行
ＭＶ-22

ＣＭＶ-22

日々飛行訓練
Ｖ-22

2017
2018

陸上自衛隊のオスプレイは、現在のヘリコプター同様に、訓練の
ために日常的に空を飛びます。飛行ルートなど、暫定配備に関して、
防衛省に説明を求めている県内自治体が複数あります。
・君津市・袖ヶ浦市・富津市・市原市・八千代市・習志野市・船橋市

2019
2020
2021

2 機を配備
整備中

４機

配備数 増
新
た
な
企
業
の
整
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

2022

４機

2023

４機

１機

2024

４機

２機

2025

４機

１機

2026

４機

１機

2027

４機

１機

2028

４機

２機

2029

４機

１機

定期整備が

2030

４機

２機

始まる

計

17
機

2025.7.9 に
暫定配備は
終わる約束。

暮らしに薫る本シリーズ⑬
（2019.10.31 防衛省資料）

「バカになったか、日本人」

情報量の格差の中、開かれた「木更津駐屯地に関する協議会」

橋本 治

哲人、橋本治は、この本を書いた頃は入退院をくり

６月 19 日「木更津駐屯地に関する協議会」が部会メンバーも参加で開催されました。かえし、半病人の視点。どんな頃かというと 2011
●木更津駐屯地に関する協議会 市長・議長・基地政策特別委員会委員長・北関東防衛局長・

年 3 月 11 日を東京で体験。目次の出だしは「無用

木更津市駐屯地司令・部会の長(企画部部長)で６人で構成

な不安はお捨てなさい」という。その 2011 年から

・６漁協・近隣８区の区長

著者がなくなった 2019 年までの間に、いっぱい災

●２つの部会

協議会を傍聴しましたが、今後のために、ここに問題点をあげます。

害があった。東日本大震災のあった日は、まだ日本人

問題点 防衛省の説明は、市長や議会では、すでに説明を受けていた暫定配備、定

は忘れ去ってはいないと思うが、著者は、子どもの頃

期機体整備の新たな企業の公募をする話などでした。しかし、部会の皆さんには、

にまで話を広げて、それが年齢的に私の人生とも重

当日配布の資料での説明で、考える間もなく、会議録には｢質疑なし｣。

なるので面白い。覚せい剤であるヒロポン中毒。
「打

➡①情報格差を軽減するため、市が事前に得た資料は部会メンバーにも事前配布な

つと疲労がポンと消える」というのでヒロポンとい

どの対応が必要 ②会議録は、部会メンバー(各団体)からの懸念事項等の意見を、

うなんて知らなかった。第 5 福竜丸事件は東宝の怪

後に協議しやすい掲載に工夫するなど、基地政策特別委員会で問題提起しました。

獣映画の「ゴジラ」を生んだが、その原水爆実験によ

木更津市のへぇ～クイズ

--緊急着陸の場所-

陸上自衛隊は各自治体に予防着陸の場所を決めています。訓練、
運用、その他航空機の安全確保等のために、各自治体等と調整の上、
場外離着陸場を設定しています。木更津市の場合、どこでしょうか。
➀ 木更津市営野球場 ② かずさアカデミア ③君津中央病院
【回答】➀木更津市営野球場。これは昨年 9 月議会で質問してどこかがわかっ
たのです。木更津市としては、災害救助などに使用する目的で許可。
自衛隊機の緊急着陸のためではないことがその後わかりました。

る放射性物質の飛散である「死の灰」は終わることの
ないこわさを覚える。橋本治が生きていたら、コロナ
をどう書いただろう。

（宮下）

【つぶやき】７月 10 日に全国こども食堂支援センタ
ー・むすびえ理事長の湯浅誠さんの講演会を金田地
域交流センターで開催■コロナ禍で活動は制限され
ていますが、スタッフの私も、講演会に参加しこども
食堂が、作る側の私の居場所であり、いろいろな人々
と交流していきたいと改めて確認しました。
（廣澤）

