
 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所ウォッチング 

市内小中学校体育館の 

トイレ・スロープをチェック 

高齢者・障がい者に 

やさしい避難所は 
 

市民の声「避難できない」 

「学校が避難所に指定されているが、和式ト

イレが使えない。スロープがなく、階段だけ。

これでは高齢者は避難できない」と市民の声

が届いたので、市内の小中学校の現状把握の

調査活動をすることにしました。 

市職員と 23 の学校を調査 

 2/18.19 の２日間に、避難所の業務をす

る総務部職員、市民ネットの私たちは、教育

部の職員の説明を受け、市内 23の小中学校

をラリーし調査を終えました。私は家族介護

をしている経験からチェックしました。洋式

トイレはあっても、スロープがない所もあり

ました。耐震補強工事の必要のない学校で

も、避難所としては不十分だと感じました。 

課題を共有 

 避難所ウォッチング調査結果 2016.2/18.19 

 

 

 

 

 

学校名 トイレ スロープ・手すり 

富 来 田

中 

武道場 和・洋 スロープ手すりなし 

体育館 
洋式・多機能 

スロープ手すり有り 
真舟小・中郷中 

清見台小・祇園小 洋式・多機能 

南清小 和式・多機能 

木二小・高柳小・金田

小・馬来田小・木一中 
洋式 階段のみ 

畑沢中・東清小 和式 

洋式 

スロープ手すりなし 

岩根小 階段のみ 

八幡台小 和式 渡り廊下がスロープ 

波岡中・清川中・鎌足

中・岩根西中・太田中・

富岡小 

和式 

階段のみ 

富岡小のトイレは外

階段を降りる 

木一小 ２階が 

体育館 

洋式・多機能 階段をのぼり、２階

の体育館へ 西清小 和式・多機能 

3/17 には声を届けてくれた人に

報告がてら、話し合い、まとめました。

4/13、市長に市民ネットワークの要

望書を届けてきました（右写真）。 

市民の声から調査活動をし、行政に

要望していく活動は、まさしく「まち

づくりは市民が主役」の一歩だと思い

ました。         （竹内）  

今回調査しなかった学校 

●耐震工事中…鎌足小・畑沢

小・請西小・木二中・木三

中・岩根中・金田中  

●波岡小は避難所ではない

●中郷小は現在仮校舎 

まちづくりの主役は市民一人ひとりです。 

市議会議員 田中のりこ 

ブログや Facebook に日々更新中 
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田中のりこ   基本はいのちと平和   

  

【のりこの研修報告】法治国家ではなく、放置国家 これだけは知っておきたい沖縄 

●日本の 74%の基地が現在も沖縄にある 

●現在の沖縄は、観光や製造業が栄え、4兆

円のGDP。 今や軍関係は 5%にすぎない。 

●他の都道府県は、□費、△費などとばら

ばらにもらう。沖縄県は27年間米国統治

だったため、予算要求のやり方がわから

ず、一括でもらうことになっただけ。 

４月３～５日「自治体議員立憲ネットワ

ーク研修 in沖縄」。翁長知事、稲嶺名護市

長の講演、2人とも冒頭に「沖縄の歴史を

知らないと、沖縄の今を理解できない」 

地方がほったらかしの放置国家 

「今、辺野古は工事を一時中断。このまま

だと国は敗訴になるから和解を、と裁判所

は国に是正の指示。地方自治法に定めてあ

る理由書がなかった。以前提出済みだから

という国、地方自治法を無視している。法

を守る国家を法治国家というが、地方自治

をないがしろにする国家は、地方をほった

らかしの放置国家」と翁長知事は語る。 

法律も置き去りにする放置国家 

「環境アセス（注釈※）の後に、桟橋の長さ変

更・護岸の長さ変更・オスプレイの追加変

更になった。この時期は

もう、市民が意見を出せ

ない段階だった。法律に

のっとっていないと反論

したが、国は軽微なもの 

※環境アセス…大規模開発事業等による環境への影響を

事前に調査、予測、評価を行う手続きのこと 

だからと言う。どこが軽微なのか」名護市

の稲嶺市長は語る。 

非暴力、座り込みは伊江島が原点 

5日に市民ネットのオプショナル。伊江

島には国の援助など一切受けずに建てた

反戦平和資料館ヌチドゥタカラの家では、 

「普通、こぶしを上にあげ『がんばろう』

というが、沖縄はこぶしを耳より上にあげ

ない。写真を撮られたら暴力と間違われる

から。伊江島にもオスプレイが来る。みん

なの力で戦争にならないようにしよう」と

力強くゆるがな

い口調で、館長

の謝花悦子さん

が語る。 

非暴力の活動

の心得。辺野古

の座り込みは伊江島が原点。みんなでつ

ないだ手をあげるのは非暴力の証。道理

を言い続けて農民が平和を勝ち取ってき

たことを知った。 

『負けない方法 勝つまでずっとあきら

めぬこと』これは名護市長のＴシャツに刻

まれていたメッセージだ。 

●▲■ お知らせ伝言板 ●▲■ 

集会 この地域で暮らしやすいまちに

5/15（日）13:30～15:30  

講師 木更津市福祉部部長 田中幸子さん 

場所 八幡台公民館 学習室  

 ★在宅介護・在宅医療の時代、地域で暮らし

続けるために私たちができることは?  

市の福祉の現状や今後を聴いてみよう 

講座 教科書で学ぶ近代史 大人の学校   

5/17（火）14:00～15:30  資料代100円 

場所 八幡台公民館学習室  

講師 元高校教師の栗原克榮先生 

★２カ月に一度。近代史から平和を学ぼう 

お茶会 「ぷらっとホーム」  

6/2(木) 13:30～15:30 毎月第 1木曜日 

場所 市民ネットの事務所(八幡台 3-4-8） 

★ぷらっと立ち寄れる気軽さ★ホーム(家)の

ような居心地★介護している人がほっと一息

★介護のことなど聴きたい★訪問看護師やホ

ームヘルパーとのひととき 

 

お知らせ 市民ネットの事務所から  

★報告 沖縄のドキュメンタリー「戦場ぬ

止み」自主上映会 3/26開催 108人鑑賞 

★水曜日 OPEN 少しずつ他の曜日も開くよ

うにしていきます。 

★部屋貸出 サークルや打ち合わせ等に。

要予約 半日 300 円（冷暖房使用 500円 

★求む! 有償ボランティア パソコン事務

(エクセル・ワード)■月一万円■時間・内容

等要相談 

市
民
ネ
ッ
ト
の
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布
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情 
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酬
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わ
れ
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田中のりこの議員報酬(2015.1～12月) 7,445,802円 【編集後記】学校の耐震補強工事がほぼ完了。耐震診

断で補強の必要のない体育館、新基準で耐震診断をし

なかった体育館は、スロープもなく、和式トイレだっ

た■市長への要望書■①避難所に指定された公共施設を

更新する場合は、高齢者や障がい者の視点を考慮し、バリア

フリー化をめざす ②超高齢化率の地域は、早急な対応を

検討しすすめる ③地域の防災力を活かした災害時要援護

者支援ができる環境整備をする■今回、避難所の担当職

員も同行した。今まですべての状況を把握したことは

なかったというから、課題を同時に把握できて良かっ

た。今後の市政に役立つことを期待する(のりこ) 

 

① 議員手取り(年金支払含む) 

② 議員諸経費 

(視察積立・議員会会費など) 

③ 税・保険など 

④ きさらづ市民ネットワークへ 

(事務所代・人件費・印刷代など) 

⑤ 後年度に必要な資金積立 

(事務所退去・任期翌年税金) 

⑥ 市民ネットワーク千葉県へ 

①

33

%

②

5%

③

18

%

④

33

%

⑤

7%

⑥

4%

 

 

木更津市のへぇークイズ ―街灯の電気代― 

街で見かける街灯には、設置者、用途、目的により、街路灯・防犯灯・道路照明

灯に区分されます。防犯灯は、木更津市が 10 年のリース契約をして、蛍光灯

より明るく長持ちする LEDにしました。この電気代はだれが支払う?  

① 木更津市 ②地域の自治会など  ③契約会社 

答えは① 木更津市の防犯灯の９割が、地域の自治会などで設置(市からの補

助は、標準工事費の約 8 割まで)。今回、市がまとめてリース契約し、球切れ

などの維持管理の自治会負担は軽減される。昨今、自治会の会員数が減少して

いるが、八幡台地区では、防犯灯の費用を自治会未加入世帯も支払っている。

地域力で、明るいまちをすすめていこう。 


