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まちづくりの主役は市民一人ひとりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気になる!!公共施設再配置 

  

第 2期実行プラン（素案） 
 

見えない公共施設の今後 
 

 

 

 木更津市の公共建築物（ハコモノ施設）

は平成 29 年２月に「木更津市公共施設再

配置計画」を策定し、今後 30年間（2046 

年まで）の方向性を決めました。５年ごとに具体的な

実行計画を立ててすすめています。 

第２期実行プラン素案（令和４年度～令和８年度）

に対して、12 月 16 日から 1 月 14 日まで意見を公募

したところ 11人から 27 件ありました。素案の意見公

募結果は、その後総合政策会議などを経て 3 月議会終

了後、第２期実行プランが公表されます。 

市民ネットワークでは、 

⚫ 12月17日に職員による出

前講座（写真右）で、第２

期実行プラン（素案）の内

容を学び、意見公募期間に

意見を提出しました。 

⚫ ３月議会で田中のりこは質問します。 

公共施設再配置計画等からまちづくりを検証

(１)学園都市としての木更津市

　➀  自習＆学習スペースの現状

　②  市内高校の生徒数からみる

(２)第２期実行プランで見えない

　➀　災害用備蓄倉庫の耐震診断は

　➁　耐震補強工事が遅延の図書館

　➂  解体予定の大ホールと集会棟

　④　取り残された公設地方卸売市場

(３)複合施設にする駅前庁舎

　➀　今一度確認市民交流スペース

(４)木更津飛行場周辺まちづくり基本構想

　①  パークベイブロジェクトとの整合性

　②  第２期実行プランとの整合性を問う  

 
現在、作成中の「木更津飛行場周辺まちづくり基本構想」が３月

に公表予定のようです。第２期実行プランの不透明感は、そのせい

でしょうか。肩透かしの第２期実行プラン(素案)です。 

 

「新市役所も分庁(駅前・朝日)で賃貸。唐突」と市民の声 

2022年広報きさらづ 1 月号をみた市民の声です。2020 年新庁舎基本構想、基

本計画を改訂した際、市民に意見を公募（2020 年３～４月）に行い、2020 年

広報きさらづ 7 月号に報告していました。しかし、緊急事態宣言もあり、市民

への説明会など行わず、結果、市民への説明は不十分だったと思います。 
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第２期実行プラン（素案）で見えないもの メモ   
⚫ 「他の施設と複合化を検討」・・・どこに、どの施設と複合化?  

・ 市民会館中規模ホール 令和9年度に供用開始と明記してい

ても、どの施設と複合化なのかは記載がない。  

・ 現中央公民館 賃貸借契約は令和６年度末まで。他の施設の

建て替えに合わせ複合化を検討とは、どの施設か。 

 

⚫ 耐震診断結果後、取り残された 2施設 

・ 図書館 2015年度、耐震改修は検討中。2016年度は今後

実施予定。2021年度に耐震補強工事の設計をする。2022

年度に耐震補強工事の記載があるのみ。建て替えについての

方向性の記載がない。今後の5年間、計画も建てないのか。 

・ 公設地方卸売市場 民間が設営、運営も含めて検討の施設。

耐震診断結果で、早急に建て替え等の検討が必要としていな

がら、計画づくり。耐震補強工事もせず、今後2年かけてまた

計画づくりの記載があるのみ。 
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暮らしと政治をつなぐ 市民ネットワーク 

議員報酬は、市民の活動費                   

市民ネットワークでは議員報酬を市民ネ

ットワークが一括管理し、ネット会員の会

費、寄付、その他で運営しています。 

ネット活動費の主な支出 

・事務所費           約 90万円 

・コピー機、印刷機      約 80万円 

・速報や通信の印刷、配布経費 約 30万円 

・人件費や光熱費、公共施設使用料など 

議員報酬10％削減は1～9月まで 

コロナ禍で、毎月 45万円の議員報酬が

10%削減(2020 年６月～2021 年９月まで)で

した。2021年は年間 40万５千円【４万５

千円×（１～９月）】の減となりました。 

 議会では、行政視察の中止により委員会積立の返金があり、ま

た、政務活動費を活用し、議会速報を発行するなどの対応で 2021

年を乗り切りました。 

 

元気ファンドで、市民活動を支援 2021年 11月助成                  

2021年1月～12月の報告

議員報酬・期末手当・

委員会積立返金・利子

- 965,141 所得税・住民税

- 522,500 国保税

- 201,000 議員会・視察積立等

5,599,456 計(下記に振り分ける)

120,000 議員退職金積立

105,171 政策研究ネットに寄付

2,800,000 議員活動費

96,000 退去時積立

2,478,285 ネット活動費へ

7,288,097

議
員
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暮らしに薫る本シリーズ⑱ 

「老いる意味」 

森村誠一 

 うつ、勇気、夢 というサブタイトルがついてい

る。帯の案内、「考え方を変えてみてはどうか。身体

が老いても病を経験しても、心は老いてしまうわけ

ではない。老いを恐れず残された日々を自然体でい

ること。良いことも悪いこともすべて過去の出来事

として水に流す……」 

 筆者は今年 88 歳。先ごろまでは老人性うつ病と

認知症の二重の病いと闘っていたそうな。脳からこ

ぼれ落ちた言葉を拾っていくとて、思い出せない言

葉があったときには、ノートと言わず、新聞折込や

包装紙の裏などに「言葉」や「単語」を書き続けた

そうな。 

そして今年、この本を上梓した。 

「老い」をプラスに考えることも大切と言い、働き

盛り、子育て中の人や学生にはコロナ禍は辛いもの

だが、私は後期高齢者。著者と同じく自分の時間を

存分に楽しめる。散歩＋写真＋俳句なんて勧められ

ると、すぐにとびつきたくなる。  (宮下芳子) 

市民ネットワーク千葉県では、2004年

から元気ファンドで市民活動を支援し

ています。 

暮らしの中の問題・課題を解決するの

が政治の役割ですが、そこには自発的な

市民の参加が欠かせません。既存の枠組

みにとらわれない発想で、地域社会に必

要なサービスを創りだす市民事業や市

民活動は、地域社会のセーフティネット

として不可欠です。このように市民社会

を豊かにしようと地域で活動している

市民団体・市民事業を支援します。 

 次回、応募したい団体はネット事務所 

にお問い合わせください。今回は、八幡

台公民館を拠点に活動中の波岡子ども食

堂が助成を受けました。 

団体名 助成対象項目 助成額

ニッセ

こどもカフェ

しっぽのきもち 千葉市
いのちの教育
啓発活動の活
動費補助

20万円

マチナカ菜園 千葉市

空き地や高齢
者の手入れの
できない庭を
借りて菜園

8万円

特定非営利法人
フードバンク
ふなばし

船橋市

食 の セ ー フ
ティネット事
業・フードバ
ンク事業の運
営

20万円

木更津波岡

こども食堂

子育て支援
ステーション
ニッセ

千葉市 20万円

木更津市
食材の保管と
お弁当用容器
など

20万円
 

〇▲■おしらせ伝言板〇▲■ 

       問合せ専用℡ 070-2172-8480 

▶ラスト講座 近代史を学ぶ おとなの学校 

「「民主党政権」から「第二次安倍政権」へ」 

日時 ３月 10日(木)14:00～16:00 

会場 木更津市民総合福祉会館 

★予約なしですが、先着 18 人  ★資料代 100円 

★講師 元高校教師栗原克榮先生 

★公共施設の利用ができない場合はお休み。 

幕末のペリー来航から始まった近代史もいよいよ 

最後の講座です。2016年５月か

ら始め、歴史をひもとき平和の

大切さを痛感し、歴史に現在を

重ね、政治を見つめ直すきっか

けにもなりました。 

 

きさらづへぇ-クイズ -高校生の人数- 

 木更津市内には、高校(全日制・定時制)が６校あります。在校生は 5,741

人（令和３年５月 1 日現在）でした。人口に対して市内高校の在校生の割合

は 4.2％です。これは千葉県内 37 市の中で、何番目に多い割合でしょうか。 

   ➀ ５位  ② １位  ➂ ３位 

 

【答え】➁１位。２位は銚子市４校（3.6％）、３位は四街道市３校（3.4％）

でした。千葉市は 29校ありますが、人口に対する割合は 2.8％です。 

  参考 首都圏 1都 3 県で類似団体(人口や産業形態が類似)との比較 

     １位 木更津市   ６校（4.2％） 

２位 埼玉県坂戸市 ４校（3.3％)  

３位 東京都小金井市６校（3.2％) 

出典:令和3年5月1日現在の市区町村別

人口と学校基本調査速報で算出 

【つぶやき】総勢 29 名で新春を祝ったのを思い出

すのは何年か前。今年は夫婦２人、それでも２人で

祝う事はありがたい■コンビニで届けてもらった

お重をひろげ、今となっては大きすぎるテーブルに

チョコンと隅に並べて、少しでも明るくと思い、ピ

ンクのセーターを着て化粧して、果たして主人は気

付いてくれたのやら■昨年末はご近所の人をはじ

め、友人知人子供や孫に手を貸してもらい、感謝感

謝の年末■今年は少しでも体調を良くし、どなたか

の手助けが出来る事を願って。     （洋子） 

きさらづ市民ネットワークの会員募集中 年会費 1000 円 ＴＥＬ 36-0677 

 

 

 

 

 

 

 

 


