
ふじしろ政夫
ニセコ町のまちづくり基本条例（2000年）以降、全国各地で「わが街の憲法」とでも

いうべき“自治基本条例’’がつくられ始めました。
なぜ条例が必要なのでしょうか？

まちづくりはその時々の勢い、風、流れで行っていればいいものではありません。地

方分権一括法以降、地方は国と対等となり、自立した自治体として歩むことが求められ
ています。

私達の街、鎌ヶ谷は、どんな街をつくりあげ、次世代の子供たちに継いでいくのか、その方向性をはっき
りと示し、まさに市民一人一人が、自分達の手で自分達のまちのあり様を“決めていける”‘‘っくっていけ

る’’自治の基本理念と仕組み、市民の権利の担保としての条例をつくっていくことが、私達のまちが21世紀
に大きくはばたくためには是非とも必要なものなのです。

さて、今、鎌ヶ谷市は、この条例制定に向け、どのような状況なのでしょうか。
’03．8月から、市民によるワークショップが始まり、21回を経て、’04．12月には「市民ワークショップ検

討結果報告書」が出されました。この市民の提言をタタキ台に．してこれから策定委員会（公募市民を含む）
の中で、条例化へ向け作業が開始されようとしています。

多くの市民の十分な議論によって、つくりあげられていく必要があります。
市民参加、政策の‘‘策定一実施一評価’’すべての段階での市民・行政の協働の仕組み、その為の情報の徹

底した公開と共有の必要性とその仕組み、行政・市民それぞれ自主性と自立性の確保、環境権、住民投票、
評価制度等々“自治”を実現していく根本原則を規定していくことが求められています。

色々な試行錯誤があるでしょう。そのなかでの失敗もあるかもしれません。でもその経験がすべて私達の
宝なのです。ひとりひとりの自治のまちづくりこそ、これからの鎌ヶ谷の姿です。

大胆に、かつ力強く、自治基本条例の策定を、全市的に展開していきましょう。

≪6 こと≫
□市税条例を改正：地方税法改正に対応し、非課税範囲を
攻める（議案第1号）

65才以上で年間の合計所得金額が125万円以下の場
合、現在非課税であるが、今後三年間で段階的に廃止。
空成18年度から1400人程の方

－＿－．一　　　＿．．こ．ンく‾、　－－＿一1ニ一・一一一＿　　ｔ＿＿一

によらて市税が150万円増収とぽｕ
ります。

□児童遊園について（議案第2号）
「愛国ヶ丘児童遊園」「道野辺中

央児童遊園の一部」所有者へ返
却につき条例改正。
管理方法も平成18年度からは

市の直接管理となります。
□指定管理者制度導入に伴う

（議案第3号～15号）
地方自治法改正に伴い、

設の管理は、市の直営か、
す。現在管理委託している
など）は、どちらかを選ば

道野辺中央児童遊園

、公の施設の管理条例の改正

平成18年9月からは、公の施
『指定管理者制度』になりま
施設（コミセン、市民体育館
なければなりません。指定管

理者の行う管理の基準、業務の範囲、利用料金について
などを条例化しました。

ロ陳情：『郵政3事業民営化反対の陳情』
不採択となりました。

※ふじしろは、郵政事業のもつ公共性の観点から、陳情に
は賛成しました。
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3代表宜轟苧
☆指定管理者制度＆児童遊園の課題

児童遊園を確保していくには…

質問（藤代議員）：遊びの空間としても非常に重要な児童

遊園は、‾すべて借地で、その基盤が不安定です。“基金”

あるいは“ミニ公募債”など何らかの対応を考えていく

必要があるのでは？

答弁（福祉部長）：遊園は21から17に減っています。今

後の課題として考えていきたい。

指定管理者制度の課題解決へ　条例改正を

質問（藤代議員）：“指定管理者”は情報公開条例、個人

情報保護条例の対象となっていません。何らかの対応が

とられるべきではないですか？′

答弁（総務部長）：条例改正を準備していきます。

質問（藤代議員）：“指定管理者制度”は契約でないので、
市長、議員等の兼業が禁止されなくなります。条例上で

きちんと対応すべきです。

答弁（総務部長）：「手続き条例」で検討していきます。

（環境保護のため再生紙を使用しています。）



≠雌岡の笠間匿等弁
☆京都議定書・地球温暖化対策　一日も早く

計画の策定・実施へ！

まだ『実行計画』をつくっていません

質問（藤代議員）：鎌ヶ谷市は京都議定書（1990年比Ｃ02
を2010年には6％削減する）が採択された1997年以降
どう対応してきましたか。

答弁（市民部長）：平成15年『環境基本計画』をつくり
ましたが、数値目標を定めた事業所としての市の実行
計画は策定しておりません。これからです。

本年度中に「実行計画」を、同時並行に「推進計画」を

質問（藤代議員）：推進計画・
実行計画はどうするので
すか。

答弁（市民部長）：実行計画
は、今年度中に策定した
いです。鎌ヶ谷市域にお
ける温室効果ガスの排出
抑制等、総合的な施策で
ある推進計画は、同時並
行的に進めていきます。

平成15・16年度を基準に

質問（腫代議員）ｊ実行計画は何年を基準値として、何
％削減とするのですか？

答弁（市民部長）：平成15・16年度の数値を基準として、
平成18年から23年の5年間を期間とします。できる
だけ高い数値を目標値としたいです。

冷房は28℃に・・・クールビズ

質問（藤代議員）：エアコンの設定温度は冷房28℃、暖
房19℃～20誓Ｃといわれていますがどうしますか。

答弁（市民部長）：市民、職員の理解をえて実施したい
です。

太陽光発電シ′ステムは・・・？

質問（藤代議員）：推進計画の中で太陽光発電など市民
への支援策はありますか？

答弁（市民部長）：現在、新エネルギーに対する支援、
「恕惣鞍ニ＝芋㌢紺野の御馳軒りません㌃1ラかし市ができるく施策を研一二子

究していきたいです。
質問（藤代議員）：森林など地球に負荷をかけないまち

づくり（新鎌など）が必要だと思いますが？

答弁（都市部参事）：新鎌は『線化重点地区』です。隣
接地には（仮称）総合運動公園、粟野の森もあります。

線のネットワーク、都市線化の推進をはかっていきま
す。

市民も、行政も共に…

意見（藤代議員）：キッズＩＳＯ14000で市内の小学生が環
境問題にとりくんでいます。又、中央公民館の「市民

セミナー」でＮＰＯ、市民が自ら、温暖化対策を実行

しています。市幸しても一日も早く計画を策定し、実
行にとりかかって下さい。

☆障がい児教育と就学指導の課題について

－・“陣がい児を普通学級へ”のとり組み大変理解できます－

就学指導とは

質問（藤代議員）：「障がいの有無にかかわらず全ての子
が地域の小中学校で共に学ぶ」教育におけるノーマラ
イゼーションとしての　〟インクルージョン（包括して

いく）教育”への道がさぐられています。さて、就学

指導とはどのような制度ですか。′

答弁（隼渡学習部参事）：就学手続を進めていく行政行
為です。就学先についての十分な情報を提供し、本人・
保護者の理解を得ながら児童生徒にとって、適切な癖

字先が選択できるよう、就学相談を充実させていくこ
とが大切です。

本人・保護者の選択権の尊重

質問（藤代議員）：就学指導にあたって本人・保護者の
選択権はあるのですか？どこで就学す’るかは強制され
ないのですね？

答弁（生涯学習部参事）：本人・保護者の意見を尊重し
ています。強制ではありません。

認定就学者とは

質問（藤代議員）：「認定就学
者」とは？

答弁（生涯学習部参事）：盲・
ろう・養護学校に就学すべ
き陣がいの程度に該当する
児童・生徒で、市立小中学
校において施設や教員の配
置が整い教育をう寸ナること
ができる特別の事情がある
と認められる者です。　　　　　松戸つくし養護学校

小中学校のバリアフリー化の必要性

質問（藤代議員）：特別な事情を整備するにはエレベー

ター設置を考える必要があるのでは？
答弁（生涯学習部長）：今すぐ対応することはむずかし

いが、エレベーターを含めた学校のバリアフリー化を
はかっていくことは大変重要なことだと思われます。

統合保育を積極的に進めていく

質問（藤代議員）：鎌ヶ谷市の保育のあり方は。
答弁（福祉部長）、：保育園、幼稚園、放課後児童クラブ、

いずれの施設においても、陣がい児と健常児が一緒に
生活し共有し合うことにより、ともに育ちあうことを
目指した「統合保育」を行っております。今後とも積

極的に進めていきます。

養護学校・特殊学級へ在籍する義務規定はない

質問（藤代議員）：就学期において、障がい者が盲・ろ
う・養護学校、特殊学級に在籍しなければならないと
いう義務規定はありますか。

答弁（生涯学習部参事）：義務規定はありません。

各地でインクルージョン教育へのとりくみ

質問（藤代議員）：大阪府大東市、宮城県（「宮城県障害

児教育将来構想」）では、“すべての障かい児が地域の
小中学校で共に学ぶインクルージョン・統合教育がと
りくまれています。どう評価しますか。



答弁（生涯学習部参事）：その方向性及び内容については
大変理解できます。教育条件の整備、種々の課題も考

えられますので今後更に考えていきたいです。

インクルージョン教育が世界の流れ

質問（藤代議員）：国連の『サラマンカ宣言』（1994年）
など、世界の流れはインクルージョン教育ですがどう

評価しますか？
答弁（生涯学智部参事）：教育委員会としても十分認識し

ております。

教職員の配置、学校施設等多くの課題を抱えていま
すので、完全な統合教育を実施することは難しいと考
えますが、陣がい児と健常児が生活や学習を共にする

交流教育を充実させていくことは重要です。

選択肢のある仕組みを

質問（藤代議員）：保護者・本人の意志が尊重される“選
択肢のある仕組み”が必要なのでは？

答弁（生涯学習部参事）：関係

する方々の意識の問題や条
件整備など人的・物的な面

でも課題が考えられますの
で、できる所から進められ

ればと考えております。
く浄車車車車く＞車車や－一手一車車く祭手車車車や弓ト金一を奇手や車く㌢車

住民基本台帳閲覧制度の見直しを！

□鎌ヶ谷市議会・“非公開を求める意見書”提出

6月議会において、市議会すべての議員の同意のも

と、国、国会に対して、「住民基本台帳の閲覧制度の早
期見直しを求める意見書」（議員発議）を提出すること

を採択いたしました。
3月には名古屋市で、閲覧を利用した犯罪が起って

います。総務省もやっと重い腰をあげ検討会を開催し
ました。各自治体では、条例、要綱等で、住民の個人

情報を守るため、大量閲覧の制限をしはじめておりま
すが（浦安市、市川市、熊本市、
萩市、新居浜市、調布市、杉並区
・‥次々と条例化しています。鎌ヶ

谷市はまだです）、抜本的解決の為
には、住民基本台帳法11条を改正

する必要があります。そこで、議
会は国・国会に対して“原則非公
開とす右よゲ’見直しを求める『意

見書』を出しました。

□個人情報の保護について一市民の思い

個人情報の保護に関する法律がさる4月から全面的

に施行されました。この直前の3月に、区役所で家族
構成を知った男が、母子家庭の女子中学生を襲ったと

して名古屋で逮捕されています。このような恐ろしい
事件が、この法律により今後防げるのでしょうか？

そうではありません。犯人が悪いのは当然ですが、個
人情報を保有管理しているお役所が、大切な個人情報
が悪用乱用されるかもしれないということに危機感を

持ち、住民の立場で有効な対策を立てない限り、心配
はなくなりません。

鎌ヶ谷市でも、ダイレクトメール主かアンケートな
どの目的で、住民基本台帳はいつでも、そして誰でも

見ることができます。私たちの住所、氏名、生年月日、

性別そして家族構成までが第三者の目に晒される、と
いうことをどうお考えですか？　私は、自分の情報は

私の合意なしに第三者に知らせて欲しくないと思って
います。　　　　　　　　鎌ヶ谷2丁目　奈良　直次

※奈良さんは上記趣旨の「要望書」を市長宛に出してい
ます。（5／27）

‘‘21世紀の村落共同体を’’穂坂志木市長語る

志木市の市長に就任して4年、「行

政パートナー制度」など大胆な施策
を展開し、自立する自治体の旗手と
して全国へ発信してきた穂坂市長の

お話しをきく機会がありました。
「市役所とは、“非営利、独占的、サー

ビス団体’’であり、また‘‘特殊的な　ｒ

団体’’でもある。」

特殊的とは、弱者への視点をもって対処する、これが行
政なのだということ。しかしこの“独占’’であるが故に

多くの矛盾が発生している「ドンヅマリ状態の制度疲労
をおかしている」と現状を指摘されました。この独占へ

の対抗軸として第二の市役所である“市民委員会（252
名）’’をつくり、民主主義の再生をはかってきたとのこ

とです。その経緯を実にこきみよく語っておりました。
4年間の間行ってきた施策は、市政運営基本条例→市

民委員会の設置、事業を0ベースから検討、25人学級、
ホームスタディー制度、自然再生条例で自然の保全と再

生を、有償ボランティアの「行政パートナー制度」によっ
て今後20年間で職員を570人から専門官の50人へと削減
し、67億円の経費削減をはかるのだ。などなど‘‘市民の

力を信じ市民の力をひき出そうとする’’姿勢を強く感じ
ました。

又、これらの施策を展開していく上で最も重要なこと

は「情報の徹底した公開と共有であり」「市民の自立と

自主」であると指摘されました。「国の小つぶが県、県
の小つぶが市という考えはやめていこう」「地域力、住

民力が国の基本なのです」まさに地方から国を変える「21
世紀の村落共同体・持続可能な元気なまち」をつくって

いきたいと市長の理念が語られました。
最後にこの6月で勇退し、ＮＰＯ地方自立政策研究会

で活動していくことが話されました。
ウシは10ケタ．ヒトは11ケタ

97843307ｕＴｔＩ
デザインマットアマノ（パロディスト）
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主基ネット離脱”は市民の権利
：民の同意なければ憲法違反・・・
三沢地裁判決

住基ネット訴訟の判決が2005年5月30日金沢地
裁でありました。

‘‘「住所、氏名、生年月冒、性別、11桁のコード番
号、付帯情報」の本人確認情報は憲法13条で守られ

ているプライバシー権＝自己情報コントロール権の
対象である。’’

“住基ネットからの離脱を求める人に住基ネットを
適応することは憲法13条違反です’’

それ故記録された本人確認情報の削除を命じる判
決が出ました。牛に10桁、人には11．桁の国民総背番

号制の危険性をはらむ住基ネットの問題の核心をっ

導く判決でした0
㊧　　　（国は控訴し“高裁’’へと移りました。）

辛、・・、・・、・・．、・・、・こ、・…・・・一・・・一1・．・㌧・・‥　・一・・・へ・「
応もぜ翼舛紺透多靂き多朗多朗多朗多
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市民の声
□地域の普通学級で共に学ぶ

′私の末息子の晶生（あきら）は25歳、ダウン症とい

う障害をもっています。私は幼い頃から近所の子ど

もたちの中で育てたいと思いました。養護学校を勧

められましたが、共に学びたいと言いつづけて地域

の普通学級に入学しました。子どもたちは晶生がで

きないことを自然に補ってくれました。つらいこと

も楽しいことも友だちといっしょに過ごした小中の

学校生活は、かけがえのないものです。一年浪人し

て定時制高校にも進むことができました。

今、世界は統合教育に進みつつありますが、日本

では、障害のある子は盲・聾・養護学校や特殊学級

に行くように指導されます。これから特別支援教育

に変わると言われていますが、晶

生のように地域の普通学級で共に

学びたいと願ったときに、その希

望が叶えられる教育になってほし

いと思います。（ちばＭＤエコネット山田晴子）

□緑の伐採
線化運動が進む一方で、わが鎌ヶ谷では線の伐採

が進むばかりです。梨畑が忽然と消えたり、神社の

参道両側の大木並木も忽然と姿を消し、県の史跡指

定「馬込跡」土手斜面と窪地に由、茂る大木、老木

はいうに及ばず竹林も無くなり、無残な荒廃地をさ

らげ出しています？その惨状は、経済大国日本がか

ってボルネオ島の熱帯林を札束で乱伐した光景写真

とダブってきます。緑伐採に歯止めがないのが残念

です。

次に気になることは東武鎌ヶ谷駅東口正面に9Ｆ

マンション、北側に14Ｆマンション建設中、南側も

同じく9Ｆが。やがてロータリーがビルの林の中に

小さくなり、揺り鉢の底になってしまう。その景観

新鎌ヶ谷も砂漠

にビルの林立にな

らなければよいが

…。気になりま

す。ｌ（牧野雄一郎）

新鎌・北街区　開発事業者決定、

専門性の高い商業・サービス施設等を公募条件と

し、今年1月、2月都市再生機構により公募が開始

され、8社の申し込み、選考審査結果、『ダイヤモ

ンドリース（株）』（二番入札）が事業者として決定、

今後‘‘タウンガイド’’（案）等に従って“魅力あふれ

る交流拠点’’としてのまちづくりが始まります。

市民体育館駐車場に‘‘陣がい者用’’マーク付く

鎌ヶ谷市民体育館前の駐

車場・‥なぜか障がい者用の

スペースが表示されていま

せんでし七。市民の方から

の指摘ですぐにその必要性・

が認識され、障がい者用の

マークが設定されました。

市境の道の交差点…事故防止へラインを引く

鎌ヶ谷市と船橋市の境に交差する道があり、それ

ぞれの方向から車が来て、よく事故が発生する”ヒ

ヤリ地点”。先日も

事故が発生し、近隣

の市民が交通対策を

するよう要請したと

ころ、道路上にライ

ンが引かれました。
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7 月 24 1

まなび

．（日） 1

ラザ 「

ご案内

☆戦後60年平和イベント

・100人の村から平和を語る　7／2（土）

池田香代子さん　中央公民館ホール13：30～

・命に国境はない　8／8（月）

高遠菜穂子さん　中央公民館ホール19：00～

☆市民と議員の集い

‘‘今こそ日本国憲法を！’’佐高　信さん講演

7月10日（日）13：00～　500円

津田沼京成労働会館

☆津久井清市政報告会

7月17日（日）13：30～　南部公民館

きょうどう事務所トライ・案内
至□法律無料弁護士相談一要予約一

巨　7／16（土）9／17（土）13‥00～

巨□子供教育・心理相談一要予約一

巨　（専門カウンセラーによる相談です）

巨　7／23（土）9／24（土）13‥00～

巨□碁楽会

巨　7／1（金）7／15（金）7／29（金）

巨口市政相談‥・ふじしろ市議
さ　7／6（水）10：00～
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