まちづくりの主役は市民一人ひとりです。
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今年もじっとしていられない
市民の声から暮らしの問題がみえる

も
り
え
ん
ぬ

とことん調べると、課題が浮き彫り
解決策・改善策を考えて議会で質問
今年 10 年目となる議員活動

残念「路線バス住民アンケート調査」

たかという進行管理の C(点検) は、
課題より
成果に目が向き、課題解決にはなりません。

きさらづ市民ネットワークでは、田中のり

2019 年 3 月議会で、八幡台地区の路線バ

田中はコツコツ、とことん調べて、Ｃ（点

こを議会に送り出し、今年で 10 年となりま

スアンケートの実施結果をもとに、議会質問

検）し、具体的なＡ（改善）を提案する議員

す。これまで、田中のりこは、市民の代弁者

しました。その後、木更津市が「路線バス住

活動をこれからも基本にします。そして、議

として議会活動に取り組んできました。きさ

民アンケート調査を昨夏に行いました(下表

員におまかせ政治にならないように、市民と

らづ市民ネットワークは、議員にお任せの政

参照)。アンケート調査の回収率、またその報

情報を共有し、ともにまちづくりを考えてい

治ではなく、市民が主役、市民参加のまちづ

告も兼ねた住民意見交換会も参加者が少な

きます。

くりをめざして今年も活動します。ともにが

く、困っている実態が数字に表れず残念。と

んばりましょう。

（代表 廣澤） いうのも、市政を動かす力は、このようなア

羽田空港への航空機 騒音調査実施
航空機の騒音を常時測定しているのは、畑

議員報酬(1～12 月分)は、市民ネットワ

てこそ実現に近づくと考えるからです。議会

ークが一括管理し、ネット活動費、議員活動

では特別委員会でも調査研究中です。

費へ配分しています。

世帯数 配布数 回収数
八幡台

2201
889
800
322
78
27
上烏田
1622
717
大久保団地
90
69
大久保
8
4
中烏田
48
32
下烏田
1073
637
真舟
1973
100
22
真舟(県営)
八幡台のみ自治会未加入者にも配布

クに向け、この羽田発着航空機の増便前、増 羽鳥野
便後の測定をし、市民への暮らしの影響を検
証するため、高台である八幡台でも測定すべ
きと、田中は問題提起していました。市は、
2019 年 12 月に 1 週間、八幡台小の屋上で
測定しました。今までの常時測定箇所の騒音
と比較するなど分析中。下記の相談会は、時
間内に行けば個別に聞くことができます。

「羽田空港機能強化」市民相談会
日時：2 月 16 日（日）13:30～16:30
場所：畑沢公民館 １階 集会室
主催：国土交通省

議員報酬は市民の活動費

ンケート結果や集会での市民の声が集まっ

沢中・波岡公民館・貝渕の君津合同庁舎の三
か所です。2018 年 3 月議会で、オリンピッ

(田中のりこ)

2219
1647
108
1902
151
8
109

住民意見
交換会
32人参加

35人参加
44人参加
11人参加

田中のりこ 2020 年の抱負
P(計画)→D(実行)→C(点検)→Ａ(改善）を
繰り返すことでより良いものにしていくの
ですが、木更津市は、C(点検)→Ａ(改善）が
苦手です。行政評価をせず、どのくらいでき

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⑪

2020 年を迎えて 災害からの教訓 市民力が試される

「人間の覚悟」

令和になって思いもよらなかった災害が

ままだ。今回の災害は、机上の防災計画では役

千葉県を襲った。これまで大きな災害がなか

に立たないことが明白になった。災害も時代で

った千葉県だが、災害によるもろさを改めて

いろいろな顔に変化することが分かり、現実に

そろそろ覚悟をきめなければならな

思い知らされた。

即した防災,減災計画を考えていかなければな

い、というのが冒頭の一行です。昭和 7

らないことを示唆された。

年生まれの作者がこれを書いたのは

台風の次の日から市内は食料やガソリン

五木寛之

を求めた人たちで大渋滞。停電で携帯の充電

災害時に必要な支援は個別に違

2008 年ですから 76 歳、ちょうどいまの

ができず、情報難民となった。そんな生活を

う。これらを網羅するには私たち市

私の年です。そのせいか読んでいて納得

10 日以上も経験した人。農家もビニールハウ

民力が必要とされる。行政任せにせ

のいくことばかりです。

スの大半が傾いた。何より瓦が飛び、屋根が

ず、私たちに何ができるかをもう一

むき出しになった家は今もブルーシートの

度考えていくことが大事だと思った。 (金井)

若い頃の「青春の門」はもうストーリ

出前講座「知りたいです！大規模災害時の消防活動」2019.11.21
新しい消防庁舎での出前講座、一番乗り。 です。高潮浸水があった場合、広範囲の被害が

ーも忘れてしまったけれど、それを読ん
でいるだけで作者とつながり、うれしか
ったものです。
その後いつしか疎遠になり、この頃は

玄関で皆さんを待ち、しばらくすると大きな

想定される木更津も常備すべきと思いました。 健康に関する文章の中に、五木寛之は病

ベルの音。数秒もしないうちに隊員の方々の

講座後に、新たにできた女性

院通いが嫌いで医者にかからないという

階段を駆け下りる音。出動の合図でした。

隊員専用エリア以外の新庁

のを度々目にします。この本の中にも
「自分の体の声にしたがう」という目次

講座は台風 15 号、19 号の後だったので、 舎内を見学。きびきびした行
災害時の隊員の皆さんの活躍も知ることが

動の隊員の訓練も見学でき、

があり、私もこの考え方に賛成で日々暮

でき、市民一人ひとりのこころがけも再確認

私たちの暮らしを見守ってくださっているこ

らしています。のんきなことを言ってい

できました。また、水害時用のボートが 1 艘

とに心が温まりました。帰るときには、隊員の

るようですが。自分の体がダメになる時

しかなく、他自治体から「動力付きボートで

方々が笑顔で見送ってくださり、帰路に着きま

は、自分の体が教えてくれると信じてい

救援応援」の依頼はやむなくお断りしたそう

した。

るのです。

木更津市のへぇ～クイズ

(竹内)

-完成予定はいつ?-

気になるあの建物・事業で、一番早く完成・完了予定はどれ？
(今後、工事の遅延などの可能性もありますが、2020 年 1 月時点での予定です)

(宮下)

●▲■お知らせ伝言板●▲■
問合せ専用℡070-2172-8480

▶職員が講師の出前講座 №3

➀新火葬場 ➁富士見通りのアーケード撤去・無電柱化 ➂市民会館 ➃新市役所

「とても身近な空き家」

➄パークベイブロジェクト(鳥居崎海浜公園の緑地整備と飲食店) ➅吾妻保育園民営化

日程 2 月 7 日（金）13:30～15:30

➆久津間保育園民営化 ➇卸売市場 ➈江川総合運動場(サッカーグラウンド)

場所 波岡公民館学習室 参加費無料
講師 都市整備部職員

【答え】一番早くできるのは R3 年 3 月➄。R3 年 4 月に➅、R4 年 4 月に➆、12 月に
➀、Ｒ4 年度中に➈、R5 年度中に➁の予定。➂➃➇は、計画中ですが完成時期は未定。

▶講座 近代史を学ぶ 大人の学校
「満州事変」

市長 暫定配備５年を容認したけれど

日本の空にオスプレイは
いらない シリーズ③

木更津市議会の意見書「暫定配備期間５年以内」は何ら防衛省に拘束力を持つものではあ

日程 2 月 13 日(木) 14:00～16:00
場所 木更津市民総合福祉会館
★毎月第 2 木曜日 (3 月はお休み)

りません。しかも、防衛省が市議会の意見書に答える間もなく、市長自ら 5 年を努力目標と

★予約なしで OK ★資料代 100 円

提起したために、木更津基地へのオスプレイ恒久配備に道を

★講師 元高校教師の栗原克榮先生

開いてしまったと言っても過言ではありません。議会の意見

【つぶやき】昨夏、クジラが弱って漂流

書を重くみてのこととはいえ、恒久配備とはならないよう、

しているのを発見。介抱もむなしくポリ

市長は、防衛省に拘束力を持つような合意文書を交わすこと

袋 5 枚を吐き出し息絶えた。解剖すると、

ができるか、今後を注視しなければなりません。

菓子袋など大小 80 枚のポリ袋■どんな

これから設ける協議体制の構築は、合意文書を決める場ではなく、合意文書を守るよう要

に苦しかったことか胸が痛みます。世界

請したり、市民の安全・安心など暮らしへのリスク軽減を話し合う公の場とすべきです。け

では毎年 3 億 t ものプラごみが排出され、

っして、5 年以上の延期の相談の公的な場にしたり、その駆け引きで交付金などの交渉の場

その中で 800 万 t は海へと流れ、海洋生

にしてはいけないと強く思いました。

物の体を傷つけたり、マイクロプラとな

【お詫び】2019 年 6 月議会速報｢オスプレイ暫定配備の候補地 実は他の候補地はなかった?!」の

り、魚から人間へとまわりまわってきま

記事で「民間空港は除外して、陸海空すべての航空基地 46 ケ所を対象…」という防衛省の説明

す。すべて原因はわれわれ人間の怠慢の

の民間空港の解釈。正しくは、
「陸海空の自衛隊と共用していない民間空港｣でしたが、
「陸海空

結果。社会を変える契機にしていかなく

の自衛隊と共用している民間空港」と解釈して分析していました。お詫びいたします。

てはならないと思います。

(大曾根)

