
 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材してきました 

 

眠らない 

公設地方卸売市場 
 

魚市場は 5 時 青果市場は 7 時に 

10 月 20 日 6 時に市場にくると、整然と

並んだ青果物の山。高橋市場長に木更津市公 

設地方卸売市場（青

果部・水産部）を案

内してもらいまし

た。水産部（㈱木更

津魚市場）の入札は 

5 時から、青果部（大一木更津青果㈱）のセリ

は 7 時からです。一般の人は買えません。

309 人いる買受人(うち木更津市 111 人、ほか

君津市、富津市、袖ヶ浦市、市原市、鋸南町など

2022.3.31 現在）が入札やセリで買い、市内・

市外のスーパーなどや消費者(事業者、学校

給食などを含む)へ販売します。 

「千葉県内には、公設地方卸売市場は 6 カ

所(千葉市 船橋市 木更津市 松戸市 成田

市 柏市)ある。県南地域では、民営の市場も

以前 10 カ所あったが、現在は 3 ヶ所となっ

ており、公設のこの市場はなくてはならない

存在だ。」と話すのは、青果部の碓井宏社長。 

農家のメリット 全量買い取る市場 

青果部では、近隣の農家がその日に収穫し

た青果類を午後から夕方にかけて市場に出 

荷します。夕方から市場の社員が近隣では収

穫できない青果類を他市場に発注し、夜中か

ら未明にかけて木更津の市場に届きます。な

んといっても農家にとってのメリットは、全量

市場が買い取ってくれること。最近では農産

物をつくっても、市場に出荷することが困難

な生産者の所へは集荷に出向くそうです。 

消費者のメリット 地産地消の礎 

「もしも、木更津市の市場がなくなったら、

遠い市場まで農家は毎日出荷することにな

る。農業を続けることは困難。また、買受人も

遠くの市場まで買い付けに行かねばならず、 

農業を続けることも流通も困難になる」との

こと。まわりまわって、私たち消費者は、もし

も市場がなくなったら、新鮮な食材が安定し

て手に入りにくくなるというわけです。 

加工にも力をいれる魚市場 

水産部は、近隣の漁港か

ら水揚げされた水産物だ

けでなく、他の市場にも発

注し、夕方から明け方まで

に届けてもらいます。冷凍

のものは、冷凍庫に保管し 

ます。冷凍のマグロは、まるで、木材のように 

解体されていました。

「最近は、スーパーで

は魚をさばける人も

減り、切り身などのパ

ック詰め作業も市場 

でしている」と話す水産部の吉田一由紀部

長。 

丘サーモンの真空パックも 

上総アカデミアパークで養殖している丘サ

ーモンの加工場もあります。死後硬直後すぐ

ではなく、柔らかくなる時に加工し、真空パッ

クにします。 

いつ、どこへ建て替えるのか市場 

平成 31 年 4 月に「経営展望」を策定した

ものの、その後置き去りされたような市場で

したが、今後 10 年程度の市場運営、財源収

支計画、再整備水準や方法等を整理し、目指

すべき当市場の姿と方向性を定める「経営戦

略」の策定業務を委託する事業者が決まりま

した。旧市役所跡地に移転か、現在のところ

に建て替えかも含めて検討されます。 

今回の取材で、市場が身近な存在に感じま

した。ぜひ、利用者の声、市民の声も盛り込ん

だ市場建設を願っています。   （黒川・田中） 

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を日々更新中 
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暮らしと政治をつなぐ 市民ネットワーク 

 

令和 3 年度決算審査 みんなのお金 使い方を検証しました  
 

暮らしに薫る本 シリーズ㉑ 

「毒親と絶縁する」   古屋経衡著 

  

 実の父と母を徹底的に批判する。恐くなるくらいの

勢いで。大学に行かせてもらえなかったという訳では

ないのだ。親は地元で一番の大学に入れたくて厳格な

学区制度があったので、自宅がありながらマンション

を長期ローンで購入した。筆者は幼稚園時代にすでに

両親から、この高校→この大学→卒業という風に完全

に設計されていた。そして中学に入るや筆者の進学先

が父の希望校には無理と判明するや「ゴミ」「低能」「ク

ズ」と面罵された。中学・高校は生き地獄だったとい

う。父の罵倒と母のネグレクト(育児放棄)の毎日でパ

ニック障害を発症したが、保険証を隠されて病院にも

行けなかった。それでもびっくりするほどの金額を親

に使わせ、親の思わぬ大学を 7 年かかって卒業し、現

在 40 になる。そしてタイトルの言いぶん、そんな親と

は絶縁せよ、と。 

 日本では親と正式に絶縁する方法はないが、精神的

に離別する方法はいくらでもあるそうな。    （宮下） 

9/13～9/15 までの 3 日間、令和 3 年度の決算審査特別委員会がありました。 

政務活動費を活用して、コロナ禍での新しい形の議会報告 PART3 ができました。田

中の質問だけでなくそれ以外の質疑で、ぜひ伝えたいと思った内容もまとめました。

Q&A は 38 件、そのうち、いくつか抜粋しました。（下記参照） 

ほしい方はご一報ください。お名前と住所をご連絡くだされば、お届けいたします。 

   メール tanaka-noriko@live.jp  

   きさらづ市民ネットワーク事務所電話（留守電）0438-36-0677   

目次抜粋　他20件あり

学校の先生、過労死ラインの働き方してませんか?

算数・数学検定の問題はだれがつくる?

もうやめて　年々減り続ける小中学校の教材費

有機米学校給食は、1食あたりいくら? 

保育料無償化のお金はだれが払ってる?

コロナ禍で仮眠もとれない消防の夜の勤務は?

コロナ禍の救急出動の状況は

消火栓の修理はだれがする? 

生活保護　扶養照会しなくてもいいんですよね

高齢者タクシー、利用対象世帯を拡大して!

後期高齢者医療保険　1/４が85歳以上

国民健康保険、「高額療養費」の簡素化手続きできる世帯ふやして

「高額介護サービスの自己負担額、所得により変更」の影響

中野畑沢線(桜井工区)、来年度やっと工事を!

ポルシェ通りの草刈りは、だれがする?

不法開発等対策チームの指導状況は？

路線バスへの補助金が減ったわけ

やっぱり金食い虫のマイナンバー制度!　   

参　考 コロナ禍での新しい形の議会報告　PART1～3 発行

PART1 傍聴席から見た 令和元年度決算審査 2020年11月

PART2 令和3年度予算審査 もっと知りたい　みんなのお金の使い方 2021年 6月

PART3 令和3年度決算審査 みんなのお金の使い方　検証しました 2021年11月  

 

木更津へぇ～クイズ -公設地方卸売市場- 

 

木更津市には、公設地方卸売市場（青果部・水

産部）があります。木更津市のほかに、県内には、

公設地方卸売市場が千葉市・船橋市・松戸市・成

田市・柏市にあり、県内には 6 ヶ所あります。さ

て、令和 3 年度木更津市公設地方卸売市場取扱

高は、青果部・水産部あわせて約 52 億円ありま

した。年間取扱高が一番多いのは船橋市、では木

更津市は何番目? 

① 6 番目    ② 5 番目    ③ 4 番目 

 

【答え】② 5番目 船橋市・千葉市・柏市・松戸市

・木更津市・成田市の順。松戸市は水産部がなく

青果部のみの市場です。 

 

私たちの水道水源  生命の根幹である水を守ろう 

9 月 19 日、「ふるさとの水を守る会」の臨時集会は 60 人を

超える参加でした。この会は、大切なふるさとの水を守るた

めに、未来の子 ども達のため活動している団体です。大

切な水 が湧き出 る水源地にある、首都圏最大級の産業

廃棄物最終処分場 は、第Ⅰ期処分場 で漏えい事故があ

り、その後対策をするものの、観測井戸では、塩化物イオ

ンの濃 度 が高 いことが確 認 されまし

た。それなのに、事 業 者 ･新 井 総 合 施

設は処分場の増設を計画し、千葉県も

知 りながら、建 設許 可を出してしまっ

たため、ふるさとの水 を守 る会は、訴

訟を起こしていました。その裁判結果は、弁護士団から抗

告棄却の報告がありましたが、裁判で明らかになったの

は、土隁堤(どえんてい)を積み上げた際、法面（ のりめん）のみ

に遮水の工事で、底面部にはなかったため処分場の埋立

ての中 の保有水が漏 えいしてしまったこと。今 後も漏 れ

続けること 

を阻止するため、今度はどんな視点で裁判をしたらよいかを話し合いました。 

きさらづ市民ネットでは、漏えいのしくみの模型を作って中央公民館祭に展

示し、知らせる活動をしました。 

裁判 だれに 訴訟の理由 結果

行政
訴訟

千葉県に

漏洩問題が解決し
ていないのに、新
井総合(株)に増設
許可を出したから

継続中

民事
訴訟

新井総合
(株)に

漏洩問題を起こし
ながらも施設の拡
張を続けるから

抗告棄却

 

【お知らせ】 

きさらづ市民ネットワークは、1月末に事務所を閉め

る予定です。少しずつ大掃除にとりかかります。これま

で木更津市の身近な情報をお届けし、市民自治をめざ

すきっかけづくりと成り得ていたならうれしいです。 

ポスティングをしてくださったボランテ

ィアのみなさん、いつも読んでくださった

みなさん、ありがとうございました。  

【つぶやき】 先日、天気の良い日に 2 年ぶりに両親

の墓参りに出かけた。美しい稲穂が実っていた■世

界では、いつもどこかで戦争や紛争が起きている。

平和をつくり続けなければいけない。日常を守り、

続けなくてはいけない。とつくづく想った。 （廣澤）  

 

 

 

無料です。 

 

 

御腹川 

小櫃川 

産業廃棄物 

最終処分場 

 

久留里の井戸 

木更津市 
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