
街づくりの主役は私たち１人ひとりです 

まちづくりの主役は市民一人ひとりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

市民目線 100% 市民の声から市政を変える 

 

お礼 

趣味サークル「ハート村」

は、市民ネットの事務所で

11 月に手芸作品など展示即

売会を開催しました。おか

げさまで、出店 28人ご来場

数も 100 人を超え、ハート

が大きく膨らみました。あ

りがとうございました。次

回のご希望を多くいただき

ましたので、2回、3回と…

お楽しみに。またお会いで

きますよう(ハート村一同) 

****************** 

市民ネットの事務所は、人

と人がつながる、気軽に立

ち寄れる場をめざしていま

す。 

 

主催/きさらづ市民ネットワーク   イベント問合せ・申込先 070-2172-8480  
ふくろうの木彫り 

展示即売+α 

1/28 ～ 1/30 

10:00～15:00 

場所：ネットの事務所 1F 

主催/きぼり屋 もく木 

認知症サポーター養成講座 

1/20(火)10：30～12：00 

場所：ネットの事務所 1Ｆ 

 

認知症の理解者をふやして、さりげない地

域の見守りのあるまちに 

木更津駅前元気企画 ジャズ コンサート 

木更津が誇るギタリスト小暮哲也さん 

歌う元千葉県議 岩橋百合さん 

1/24（土）14:00～15:30 

カフェバー ルフラン(富士見 2-5-6) 

前売り 1500円(ソフトドリンク飲み放題・お菓子付) 

 

 

 

市議会議員 田中のりこ 

 暮らしの中で感じたこと、思ったことは 

ブログや に、日々更新中。 

発行／きさらづ市民ネットワーク 発行責任者／金井珠美 

木更津市八幡台 3-4-8  TEL・FAX：0438-36-0677 

 

(2015 年新春号) 
№６6 

 

               

田中のりこを市議会に送り出してもうすぐ４年、「田中のり

この議会速報」「きさらづ市民ネットワーク通信」それぞれ

を、年 4 回情報発信してきました。2015 年 4 月に市議会議

員選挙があり、1 ヶ月早くきさらづ市民ネットワーク通信を

発行しました。(12 月の議会速報はお休みです) 

w@r 

 

 

 

 

 

田中のりこのブログ 

市民ネットワーク千葉県 

キャラクター「ネットりん」 



田中のりこの日進月歩 
「木更津の財政が危ない」あれから 10年 

Ｈ16年 11月の広報きさらづに「木更津

市の財政が危ない」と掲載され、木更津市

の収支の均衡・身の丈に合った財政運営

をすすめ 10 年がたちました。 

 

10年前より働く世代が減っている 

 木更津市の人口はふえています。Ｈ16

年 度 末

人 口 を

100人と

す る と

Ｈ25 年

度 末 は

105 人。

10 年前

より子どもの数は変わりません。しかし、

働く世代が減って高齢者がふえていま

す。 

 Ｈ16年度とＨ25 年度を比べると  

「収入は、給料が増えているものの親か

らの援助や、金融機関からの借り入れも

増加。支出は、食費を削ってはいるものの

医療費や家の増改築に必要な経費は増え

続け、日常生活に必要な日用品代や光熱

水費もかさんだ」木更津市の財政状況を

家計簿にたとえるとこんな状況です。 

 木更津市は、この 10年間、増え続ける

社会保障関連費用を捻出しつつ、インフ

ラ整備や学校耐震化事業を国や県からの

補助金や地方債（借金）などで財源確保に

努め、進めてきました。 

 

 これから４年後の財政のみとおし  

12月議会で質問したところ、木更津市

は「人口は働く世代もふえるものの、そ

れ以上に高齢者がふえると推計します。 

家計簿にたとえると、食費はほぼ横ばい

で、医療費は今後も増加傾向。またローン

返済は、近年の学校建設、耐震対策事業の

返済が始まり増加する見込みです」 

 

 職員の人件費を削りすぎた結果   

単純に時間外勤務手当を支出した時間

数で比較（右表）。

また、２年連続で

同じ職場、同じ職

員が月 45 時間以

上の時間外勤務。55 課中 11 課もありま

す。職員の定員管理は働く環境を劣悪に

しているため、改善を求めたところ、木更

津市は「来年度も総人件費を抑制するも

のの、人件費のかからない出向職員や休

職者を除いた、実労働者数で数えて定員

985 人を管理します」と答えました。 

職員の時間外勤務 

H16 34,118時間 

H25 81,614時間 

   

住宅街でもイノシシ対策を 幼児言語教室の現状 
市内各幼稚園・保育園の年長児を対象

に 1学期に言語検査を実施し、「ことば」

の教育相談をする幼児言語教室がありま

す。これは市独自の取り組みですが、幼児

言語教室の初診待ちのこどもは昨年度最

大 99 人。職員体制など改

善したものの、3 歳児検診

からの紹介もふえ、今年は

最大 54 人待ちと市民ニー

ズ大。事業拡大と福祉部と

の連携による充実を求めました。 

最近、住宅街でのイノシシ被害がよく

報道されます。君津市での捕獲数は 1173

頭、今年度は半年で 1257 頭とふえていま

す。八幡台・羽鳥野・大久保・畑沢地区 

など住宅街は君津市と隣接しています。

10 月大久保でイノシシが捕獲され、市単

独ではなく広域の対応が望まれます。 

鳥獣保護法が改正され、イノシシとシカ

は増えすぎないよう保護だけでなく、捕

獲で数の管理もすることになります。住

宅街では銃も使えず、イノシシが住宅街

寄り付かない予防策、イノシシの目撃情

報の集約、出くわしたときの対応など、

市民への周知の徹底が急務と市の対応を

求めました。 

 

市民からの問題提起 №5 
 【編集後記】10/24基地対策特別委員会

にて防衛省はオスプレイの整備拠点の

説明■10/31 市長は市民の安心・安全の

ために情報提供を国に要請■市民への

説明責任は市だけでなく議会もだ。私

は現在の情報量では説明しきれない。

国に意見書を出す議員発議、僅差の可

決■オスプレイなどの整備の情報開示

や整備には市民の理解を前提とする意

見書 ①市民の安心・安全を最優先に

すること②市民に影響を及ぼすことが

無いように、徹底した安全対策と環境

への最大限の配慮を講ずること③市民

の不安や懸念を受け止め、丁寧にまた

的確に情報開示をすること（のりこ） 

私は、「オスプレイが木更津に来る」

と訊き「観てみたい」、単純にそう思っ

ていた。木更津にくることをいやがる

人がいるが、不思議だった。 

オスプレイのこと、知らない  

友達から誘われて、オスプレイのこ

とを学ぶ集いに参加した。 

10.25 のオスプレイの反対パレード

にも参加した。500 人も集まった。知

らないからいろいろでかけた。でも、

「オスプレイを観てみたい」その思い

は消えなかった。11月に映画があるこ

とを知った。知り合いを誘って映画を 

 観に行った。雨が降り寒い日だった

が、会場には、150 人以上来ていた。 

 映画「標的の村」を観た後   

 普通に暮らしたいと願ってもかな

わず、座り込みした人たちを、通行

妨害したと国が訴えたり、警官が引

っ張って移動させ、なんで同じ日本

人でこんなに争うのか、心の底から

そう思った。オスプレイのこと、私

はよく知らない。でも、説明会とか

あったら、行ってみたいと思う。い

ろいろ知り、そして考えたい。 

 (羽鳥野 K.K) 
 

年度末 H16 H25 

人口計 100 人 105 人 

0～19歳 19 人 19 人 

20～64歳 63 人 60 人 

65～74歳 11 人 15 人 

75 歳以上 7 人 11 人 

 

イノシシの年間捕獲数（頭） 

年度 H23 H24 H25 

伊豆島 25 7 20 

矢那 32 20 80 

上烏田 8 - 3 

君津市(八幡台以南) 129 109 176 

 

  


