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まちづくりの主役は市民一人ひとりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一つひとつの計画や事業を 

並べてみたら 見えてきた 

計画と事業の整合性を問う 
 

吾妻公園に複合施設を建設 

-中規模ホール・中央公民館・図書館- 

きさらづ市民ネットワークでは、「木更津飛行場周辺まち

づくり基本構想（案）」の意見公募期間中に、市の職員を講師

に出前講座を 3 回開き、参加した市民はそれぞれ市へ意見

を提出しました。その後、基本構想が公表され、これに基づ

き、現在「木更津飛行場周辺まちづくり基本計画案」を作成

中で、12月には意見公募をします。また、新図書館建設のた

め、図書館の未来像を描く基本構想案をつくりはじめ、今年

度末にできます。 

改めて関連する一つひとつの計画を並べてみました。特

に、新図書館の基本構想作成には、市民の声を取り入れ、ま

た、吾妻公園ありきで作成しないでほしいと思っています。 

9月議会一般質問では、計画と事業の整合性を問います。 

間に合わないです。 図書館の未来像 

どうなる? 空白の中央公民館  
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建物解体 

更地に 

賃貸借契約 

R7.3月契約終了 

R8～9年度 

工事予定 

その後の土地利用の 

計画は不明 
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R4.6～11月 
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R6～7年度 

設計等 

R10年度～ 

新しい中央公民館利用可能 

現在の 

図書館 

耐震補強工事 

完全休館   R4.9.1～11.30 

予約貸出返却 12.1から R.5.2.28 

 

新図書館 

基本構想 

つくる 

R4.6月 補正予算 新図書館整備事業費 500万円 

R4.7月 基本構想をつくる業者を募集 

R5.3月末 新図書館基本構想できる 

R4当初予算 

耐震対策事業 

4200万円 

木更津飛

行場周辺 

まちづくり 

基本計画をつくる 

複合施設の具体化 

R4.6～11月 

 

公
表 

意
見
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中央公民館は令和 7～9年度の間、どうす

るのか、どの計画にも書かれていない。 

どうするのか。 

空白の期間 

新図書館基本

構想ができる

前に、図書館を

含む複合施設

の計画が具体

化されるのは

おかしい。 
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暮らしと政治をつなぐ 市民ネットワーク 
 

きさらづ出前講座 身近な空き家「我が家の終活」     
暮らしに薫る本シリーズ⑳ 

        東京の戦争 

吉村昭 

ロシアがウクライナに侵攻して 6 ヶ月経った

現在（2022 年 8月）、毎日、TVや新聞でその惨状

にふれ、人間はどこまでひどいことができるのか

目まいを感じる。プラスコロナ禍で書庫を見渡す

と、この本が目についた。 

 作者は昭和２年東京生れ。終戦の昭和 20 年は

18 歳である。不思議な感じがするのはこの年、

私は三歳。でも少しも違和感がない。ここに記さ

れている戦後の世相は「そうでしたね」と共感す

ることばかり。祖母べったりだった私は、戦争が

ひき起こす理不尽な話をいっぱい聞いてきた。だ

から今のウクライナの人々の悲しみが判る。戦争

はいつどこで起っても悲惨です。なのにこのくり

返しはこれから先も続くのでしょうか。核兵器で

この地球を壊してしまうまで。     (宮下) 

 

７月14日、八幡台公民館で開催した出前講座には、17人参加でした。この出前講座に

参加して私は、自分の家をほったらかしの空き家にしないようにしようと思いました。 

① 登記を確認しておこう 

② 次の所有者を決めておこう（家族と事前に相談しておく） 

③ 荷物・家財道具を整理しよう 

空き家の倒壊による隣接家屋の全壊や死亡事故（想定）の試算

額が2億860万円になる例を紹介してくれました。 

また、空き家は適切な管理が大切であることを、とてもわかりやすく教えてくれるチェ

ックリストを紹介します。（木更津版の「空き家」の終活ノートから抜粋）      （廣澤） 

① 通気、換気 月に一回程度、窓を開け空気を入

れ替えている。 

湿気がこもると家が傷みや

すいため 

② 通水（給水・排水） 月に一回程度、すべての蛇口

を開放したりトイレの水を流している。 

さび・悪臭・虫の発生を防ぐ

ため 

③ 電気・ガス ブレーカーやガスの元栓を確認して

いる。または電気・ガスを止めている。 

漏電で失火した場合、失火

責任を問われる場合がある 

④ 内観 定期的に雨漏りによるしみなどができて

いないか確認している。 

雨漏りの早期発見 

⑤ 外観 定期的に外壁塗装の損傷や木部の腐食・

鉄部の腐食などがないか確認している。 

劣化を放置すると家全体の

安全性に影響するため 

⑥ 庭木・雑草 定期的に剪定・除草をしている。 枝や落ち葉、虫の発生など

近隣に迷惑をかけるから 

⑦ 郵便物 ポスト内の整理や指定先への転送手続

きをしている。 

空き家だとわかり、不審者

の侵入などを防ぐため 

⑧ 有事後の巡回 地震や台風等の後に、被害状況

の確認を行っている。 

被害を放置すると、家や近

隣の安全が保てないため 

⑨ 自治会との連絡 空き家で何かあった場合に地

域の人から所有者に連絡が取れる状況である。 

近隣等に迷惑をかけない 

ため 

▶ 空き家の相談は、木更津市 都市整備部住宅課へ 0438-23-8599 

 

●△■新火葬場 よくある質問●△■ 

Q 新火葬場はいつから稼働? 

A 令和４年１２月１日からです。 

Q 国道１２７号線にでる道路の拡

張は? 

A 工事は 3区間に分けて進めています。現在工

事中のところは令和 7年 3月完成予定です。 

Q 羽鳥野からの現在の工事用道路はどうなる? 

A 3 区間に分けて進めている国道 127 号線に

でる道路の完成と同時期になる計画です。 

【つぶやき】一部の新聞報道『この体験搭乗は、

今年 1月29日に岸防衛大臣がオスプレイの機体

整備の進捗状況等を視察した折、木更津市を表敬

訪問し、市長や市議会議長などの対談の中で「市

長も議長もぜひ搭乗してみてください」などの言

葉に応え、同年2月から木更津市議会基地政策特

別委員会が中心となり、防衛省に要望してきた』

という内容。事実とは違う。基地政策特別委員会

の委員が、体験搭乗を委員長から知らされたのは

６月 10 日。委員は目的を話し合うべきと求め、

委員会協議会は６月 30 日に開かれた。委員会で

はなく委員長の要望の体験搭乗だった■「オスプ

レイ反対の田中はなぜ乗ったのか」の声届く■田

中は家族への申し送りを書き置き、命がけで乗っ

た。地上から危険!反対と叫ぶだけでは今後、情

報格差で対等に論戦できな 

いと考え搭乗■やはり得る 

ものはあり、これまでの活 

動にパワーアップした活動 

を展開できると確信した。(田中) 

 

木更津 へぇ～クイズ －子宮頸がん予防のHPVワクチン－ 

最近、よくみかけるテレビのCM「子宮頸がんの予防にワクチンと検診」。 

次のうち、生涯がんの死亡リスクが一番低いのは甲状腺。２番目に低いのはどれ。 

・食道 ・胃 ・結腸 ・直腸 ・大腸 ・肝臓 ・胆のうや胆管 ・すい臓  

・肺 ・乳房(女性) ・子宮(女性) ・子宮頸部(女性) ・子宮体部(女性) 

・卵巣(女性)・前立腺(男性) ・甲状腺 ・悪性リンパ腫 ・白血病  

 

【答え】子宮頸部です。がんセンターのデータでは、生涯がんの死亡リスクは、2番目に

低いです。また、年齢別でみても若い女性が子宮頸がんで亡くなる確率はとても少な

いです。「子宮頸がんは検診で予防できる」これは、他のがんにはなく珍しく、がんに

なる前にみつけて治療できます。実は、ワクチン接種による副反応は、極めて多様な

症状で、治療法が確立されていません。接種後、重篤な症状（入院が必要）があった人

は、10000人に6人と厚生労働省は公表していますが、他の定期接種ワクチンの平

均の9倍から10 倍の高い頻度です。リスクを抱えたワクチン接種より、定期的な検

診をすすめたらと考えます。イギリスでは、若い女性も検診を受けやすいように、国が

女性の検診をする専門家を育成し、検診しやすい環境をつくっています。 

 

 

 

 

 


