まちづくりの主役は市民一人ひとりです。

2019 年秋号
NO.85

市議会議員 田中のりこ

発行／きさらづ市民ネットワーク 発行責任者／廣澤恵子 事務所／木更津市八幡台 3-4-8 ℡・Fax：0438-36-0677

ブログや Facebook を日々更新中
テ
ー
マ
／
お
米

facebook

HP

ブログ

絵
／
木
更
津
市
在
住
大
学
生

きさらづウォッチング 「出前講座」

「公園と地域のかかわり

も
り
え
ん
ぬ

-公園はだれのもの-」

「知りたいです。
大規模災害時の消防活動」
7 月から開始、木更津市の出前講座
市民が市政を知る機会として、市民が学
びたいものを選び、市の政策の説明や講習

報告

▶第 21 回コメ・食味分析鑑定コンクール:国際大会 in 木更津 11/30～12/1 開催
▶木更津市の学校給食で、木更津産無農薬栽培米を使用開始(一部)

2019.10.3「公園と地域のかかわり」に参加して

職員の鈴木さんは、この日が出前講座の講
師デビューでした。

等を身近に職員から学ぶことができる「出

木更津市では、8 月現在で 242 ヶ所の公

前講座」の実施を、田中が議会で求めたの

園を管理しています。緩やかではあるものの

は、2 年前のことです。

公園の数が増えた結果、既存の施設の維持管 り良い公園をつくりましょうという内容の

（田中）

今年度やっと出前講座が
始まりましたよ。

市民ネットでも講座を

理費が増大し、公園への要望も多様化し対応

ものでした。出前講座は 10 人規模でも開催

しづらいとのことです。

でき、参加者も気軽に質問でき、職員の方々

解決方法・手段として公園の環境づくりに
参加しませんかという提案がありました。

木更津市が身近に感じられました。学ぶこと

➀清掃協力 ➁維持管理

によって、一緒に住み続けたい街、きさらづ

③施設(遊具)の塗

予約し、今回は 10 月 3 日 装 ④利用のルールづくり ⑤ベンチの寄付
の報告と 11 月の実施予定

も誠実に質問に答えてくれてよかったです。

をつくっていきたいものです。

(廣澤)

話は、市民と市で協力して地域にあったよ

のお知らせです。

消防ウォッチングしてみませんか

木更津市職員が講師の出前講座

出前講座の会場は、公的機関を使うとい

「知りたいです！大規模災害時の消防活動」

うルールなので、11 月は新消防庁舎で行い
ます。今、一番関心が高いテーマです。講座
のあとは、庁舎内も案内してもらうことに
しました。人数に限りがありますので、参
加希望の方は、お早目に予約してください。

日

時 11 月 21 日（木）13：30～（13：20 集合）

集合場所 新消防庁舎玄関 （木更津市潮見 2-1）
参加予約 11 月 15 日(金)まで きさらづ市民ネットワーク事務所
事務所℡ 36-0677（24 時間留守電対応）
イベント問い合わせ専用℡ 070-2172-8480
▶駐車場 旧市役所西側駐車場をご利用ください。

暮らしと政治をつなぐ 市民ネットワーク
暮らしに薫る本 シリーズ⑩

木更津市のへぇ～クイズ

「収容所(ラーゲリ)から来た遺書」

-ハザードマップ-

辺見じゅん著

台風 15 号、19 号で被災された方にお見舞い申し上げます。さて、木更津

旧満州、樺太などからソ連軍によってシベリアに

市の防災関連のハザードマップで、まだ、市民に啓発していないのは次のう

連行された日本人は、民間人を含めて約 60 万人。

ち、どれ。

極寒の異郷の地で飢えと重労働の日々。望郷の想い

①地震

②津波

③高潮

を抱えたまま果てた人々は 7 万人以上だった。

④土砂災害警戒区域

【答え】③ 高潮浸水想定区域図は、千葉県が H30 年 11 月に作成し、千葉県
のホームページで公開されています。

人々の一人、山本幡男が強制収容所でロシア兵に見

木更津市作成（防災マップ）
小櫃川や矢那川が氾濫した場合の

帰国（ダモイ）の日をまちわびて死んでいった
つからぬよう書いた遺書はノート 15 枚。最後のペ

千葉県作成

ージには“心ある人々よ。この遺書は暇あるごとに

高潮浸水想定区域図

暗誦して、私の家族に伝えたまえ”とあり、戦後 11

「想定浸水深」
深くても 2m 未満、ほとんどが

一部 5～10m 未満、ほとんどが

年ぶりに帰国できた友人たちによって、「記憶」と

0.5m 未満

1～3m 未満、3～5m 未満

いう尋常ではない手段でほぼ完璧な形で遺族に届

命を守る避難行動には、必ず必要な情報です。今後、高潮の浸水が想定され

けられた。

る区域も認識し、避難行動に役立てることが急務です。木更津市の危機管理課

何度読んでも胸の痛む事実である。世界遺産に

にこの件を伝えると、台風 19 号以降に、木更津市のホームページにも掲載さ

してほしい「憲法 9 条」をなにがなんでも変えよ

れたたものの、
「ホームページだけでなく、今後、高潮に関しても想定した避

うとする為政者が居て、心は落ち着かない。これ

難行動を市民が取れるような情報発信を」と要望しました。

から先、戦争だけはしてはならない。戦争を知ら
ない若者に読んでもらいたい。

｢佐賀に配備｣と｢木更津に暫定配備｣の違い

日本の空にオスプレイは
いらない シリーズ②

● そもそも、H26 年に防衛大臣、副大臣が佐賀に要請したのは三点セット
● 佐賀県が設置した佐賀空港を拡張するプラン

①陸上自衛隊オスプレイ 17 機配備

②目達原駐屯地所属ヘリ 50 機移駐 ③米海兵隊利用

(宮下)

●▲■お知らせ伝言板●▲■
問合せ専用℡070-2172-8480

ハート村(手作り品の展示即売)第7回
11 月 11～13 日（月～水）10:00～15:00

● 住民の反対運動の理由 佐賀空港設置の際、県と地権者である漁協との公害防止協定
に「自衛隊との共用はしない」と明記

会場 きさらづ市民ネットワーク事務所
★お待ちしています。

● 防衛省は「③米海兵隊利用」を取り下げ、知事了承

★着物のリメイク、

● 佐賀市長のスタンス 公害防止協定の際の立会人で協定を守る立場維持

手作り和小物、つる

● 佐賀に配備できるまでオスプレイ暫定配備をと、防衛省は木更津市に打診

し雛、布地、洋服、
バザー品、トン汁等

さて、佐賀には「③米海兵隊利用」はなくても、木更津ではどうでしょうか。

講座 近代史を学ぶ 大人の学校

◆ すでに、米海兵隊オスプレイの定期整備をしている
◆ 千葉県で、米軍基地があるのは、木更津だけ

「日露戦争と韓国併合」

◆ 陸上自衛隊木更津飛行場は、米軍提供施設。米軍の駐留はなく主に陸上自衛隊が使用、

11 月 14 日 14:00～
★毎月第 2 木曜日

米海軍横須賀総合基地木更津補助着陸飛行場でもある

★予約なしで OK

◆ 木更津基地は、日米地位協定により、陸上自衛隊との共用施設でもある

★資料代 100 円
★講師 元高校教師の栗原克榮先生

このように、木更津は佐賀とは違う歴史的背景があります。
陸上自衛隊オスプレイ 17 機を暫定配備するだけではなく、米軍利用も米

★会場 木更津市民総合福祉会館

軍との共同訓練も想定されます。よって、オスプレイ暫定配備の際、木更津

【つぶやき】国連の環境会議、各国首脳の前

市が防衛省と協定などを結べたとしても、佐賀のように米軍の利用はない

で思いを訴えた 16 歳の高校生グレタさん■

とは言い切れません。
「佐賀に配備」と「木更津に暫定配備」の違いは、暫

「あなたたちはいつもお金や経済の話ばか

定期間だけではなく、その後の展開が明らかに違うのです。

り。地球が破滅に向かっているのに何の解決

(田中)

オスプレイ暫定配備反対 12.1 県民大集会 in 木更津

策もなく、よくもここに出席できますね」と
憤りをあらわに泣きながら話す■我が家の

日 時 12 月 1 日（日）開会 13：00 （開場 12：00 アトラクション予定）

孫たちはゲームに夢中!■これでいいのか？

場 所 吾妻公園 集会終了後 14：15 より木更津駅までパレード予定

日本■思わず夫が「グレタさんはノーベル賞

呼びかけ団体 平和・人権・教育と文化を考える会、君津木更津地区労センター

ものだね」と。

(大曾根)

君津・木更津地区労働組合連合会、オスプレイ来るな いらない住民の会
▶きさらづ市民ネットワークでは会員募集中。年会費 1000 円 イベント案内、会員とボランティアとの交流会のご案内をいたします。

