
住民投票に思う　　　　　　　　　　ふじしろ　政夫
在日米軍再編の協議に伴い昨年、厚木基地でおこなわれているＮＬＰ（夜間離発着訓練）の

米空母艦載機を岩国基地へ移すという中間報告が出されました。（57機・米兵1600人）

山口県岩国市では、住民投票条例にもとづき井原市長が発議し’06．3／12に‘‘米空母艦載機移
駐を問う’’住民投票がおこなわれました。

投票率58．68％。基準率50％を越え投票は有効となりました。

反対43，433票、賛成5，369票と圧倒的多数の市民が反対の意思を表明しました。

今回の住民投票について「国の安全保障の問題は、一自治体の住民投票にはなじまない。国会や政府がやるべき
もの。…‥・民主主義の乱用だ」（森本敏氏　読売新聞記載）といった批判も出ています。果してそうでしょうか？

私達の街鎌ヶ谷にある下総基地に米艦載機が移されると言われたとき、私達下総基地周辺の住民はだまっていなけ

ればならないのでしょうか。国の安全保障、日米安保に関することには、臼を出すなというのでは、真の地方分権、

住民自治ではないでしょう。

私達住民の生活に影響を及ぼす限り、国策であろうと、住民が自らの意思表示ができることが住民投票の大きな

意義なのではないでしょうか。
これまで、新潟県巻町では原発建設の是非（1996）を、岐阜県御嵩町では産業廃棄物処理瘍建設の是非（1997）

を、／沖縄名護市ではヘリポート建設の是非（1997）が問われ住民投票がおこなわれました。

「住民投票は議会制民主主義への冒とくだ」と言う方もいます。主権者は誰なのでしょ、うか。市民なのでしょう

か、それとも議員なのでしょうか。

1990年代すでに日本の政治は民意を反映しなくなっていました。多様な価値観が存在するにもかかわらず、それ

に対応した仕組みができていません。各地の住民は、自ら自分達の街のあり様を決定

していく自治の表現として住民投票を選びとったのです。
住民の意志がどう反映されるのかが民主主義の第一歩です。直接・間接民主主義の

組み合わせの中で実現していくべきでしょう。

鎌ヶ谷市は今、自治基本条例を策定中です。案の中に‘‘住民投票’’の項目も入って

おります。かまがやが、本当に‘‘市民が主役’’の街になる為にも、一歩進んだ住民投

票制度をつくりあげていきましょう。

平成18年度予算成立
一般会計　240億9000万円　特別会計　200億3800万円　全体で3％増です。行財政改革をさらにおしすすめなが
ら、市民との協働、安全・安心なまちづくり、広域交流拠点としての都市基盤整備を目ざした予算づくりが成立し
ました。

《主な事業》
○男女共同参画推進センター・市民活動推進センター設置

（208万円・611万円）
’06．10月頃　まなぴぃプラザに併設される予定です。

○市民提案協働モデル事業の実施（150万円）
5～6月市民から事業を公募し、公開プレゼンテーション
を経て秋頃決定します。
50万円が上限で3事業を実施していく予定です。

○鎌ヶ谷市国民保護計画策定へ
国民保護協議会委員幸相川として　32万円

「危機管理指針」のもと武力攻撃事態に対応する『国民保
護計画』、『緊急事態等対応計画』が18年度中に策定され
ます。市民の基本的人権への侵害になりかねない戦時体
制が準備されることとなります。十分議論したいです。

○洪水ハザード・マップ（真問川・大相川水系等洪水実態の
マップ）がつくられます。（897万円）
1時間60ｍｍ（狩野川台風）を基準にしてマップをっくり′
全戸に配布されます。

○民間保育所整備助成（4000万円）
さくら幼稚園裏に定員90名の保育所がっくられます。待
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機児童解消へ大きく前進することと思われます。
○小金中野牧の込跡の国史跡化を目指し整備します（600万

円）
国の文化財へ向け、小金中野牧の込跡、初小わき野馬土手
を整備していきます占

○通学路整備事業（2000万円）＆通学路関連道路整備事業
（8億5000万円）
児童・生徒が安全・安心に通学できるよう市道を整備して
いきます。

○特別支援教育推進事業（531万円）
通常学級に在籍するＬＤ（学習陣がい）、ＡＤＨＤ（注意
欠陥多動性障がい）、高機能自閉症児に対する特別支援教
育の為、指導教員を小中学校3校に配置する。

ＯＡＥＤ（自動体外式除細動器）
を購入し市庁舎、総合福祉保
健センター、市民体育館に設
置する。－救命講習にＡＥＤの
取扱いを入れていく。（208
万円）

第4中学校ＡＥＤ講習

（環境保護のため再生紙を使用しています。）
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≠雌岡◎真岡
☆国指定へ向け、全庁的に野鳥土手の保全と活用

－「野鳥土手」はなぜとり壊されたのか？－

野鳥土手は貴重な文化財であり、最大限の配慮をします。

質問（藤代議員）：野馬土
手は、鎌ヶ谷のまちづ

くり、道路整備、文化
行政でどう位置つけら
れていますか？

答弁（生涯学習部長）：江

戸時代の牧関係の遺跡
として、、貴重な埋蔵文

化財です。

答弁（土木部長）：公共工事を施工するにあたり最大限
配慮すべき貴重な文化財のひとつと認識しており、教

育委員会と十分な協議を前提として行っていきます。
答弁（都市部長）：都市の景観形成を推進する中で、＿文

化財保護には十分に配慮すべきものと考えています。

なぜ野鳥土手はとり壊されたのか

質問（藤代議員）：稲荷前三叉路から東武団地への市道

2739号の道路整備（「くらしの道ゾーン」）においてな
ぜ野馬土手は取りこわされてしまったのですか

答弁（土木部長）：新たに歩道を確保するため取得した
土地の北側部分に野馬土手があります。土手の断面部
分の真ん中部分が土地の民民境となっており、北部分

は隣接地権者の土地となっております。野馬土手の現
存する部分は、極力残したいとの考えの中で地権者と

も折衝を行いました。地権者からは今回の事業によっ
て南側部分が道路と接することとなるため、出入口を

確保したいとの意向がありました。

又、稲荷前三叉路からの野馬土手の一部は既に取り壊
されており、植生している樹木も管理上一部危険な状
況も見受けられました。

これらをふまえて、一部をやむなく除去しました。

小金中野牧の込跡＆初小野馬土手を国の文化財指定へ

質問（藤代議員）：小金中野牧の捕込が国の文化財とし
て指定されようとしていますが？

答弁（生涯学習部長）：当初は国（文化庁）・千葉県との
協議の中では「小金中野牧の込跡」のみを国の文化財
指定申請する予定でしたが、込跡と野馬土手が有機的
に関連し合って牧を構成するので、市文化財である初
霜小学校の野蝿十手も合せて申請するところです．

市内14ヶ所2ｋｍ弱の野馬土手

質問（藤代議員）：鎌ヶ谷市の野馬土手の現状は？
答弁（生涯学習部長）：市内に残されている野鳥土手は

14地点2ｋｍ弱です。

一部といえと除去することは、誠に残念

質問（藤代議員）：今回野鳥土手90ｍのうち半分が取り壊
されましたが、どう評価されますか？

答弁（土木部長）：公共工事を施工するに当り、やむを
得ざる事由があったとはいえ、一部といえども野馬土
手を除去せざるを得なかったのは、誠に残念なもので

あると思います。

全庁的な組織・調整に努める

質問（藤代議員）：志木市には「自然再生条例」があり
“公共工事では線をとり壊さないガ　と規定されていま
す。今回「くらしの道ゾーン」という公共工事で文化

財をとり壊す結果は残念です。これを反省して、まち

づくりにおいて文化財をどうとらえてい′くのか全庁的
なコンセプト、方向性をつくっていｔ必要があると思
いますが？

答弁（土木部長）：保護の視点から教育委員会との協議
が最も大事と思っております。

答弁＿（生涯学習部長）：「小金中野牧の込跡」の国指定化
という大きな契機をとらえ、全庁的な組織、調整に努

めるとともに、共通理解を図り、文化財保護及びふる

さと意識の醸成等文化財の有効活即こついて検討して
いきたい。

☆かまがや市総合基本計画　レインボープラン21より
‘‘歴史遺産である文化財につ

いては、積極的・計画的な保
護、継承に努め、市民のふる

さと意識醸成、新たな地域文
化の創造の素材として多様な

活用を図る”－

☆流域公共下水道一鎌ヶ谷市区域で1000億円！－

流域下水道と合併処理浄化槽

質問（藤代議員）：生活排水処理はどうおこなっていき
ますか？

答弁（土木部長）：公共用水域の水質防止、市民生活の
環境改善のため、当市は印旛沼、手賀沼、江戸川左岸

の三つの流域下水道計画に位置付け昭和49年度より
下水道事業に着手しております。

補完的に、下水道計画区域外及び当面公共下水道の整
備が見込まれない地区において合併処理浄化槽を普及

させています。

汚水適正処理構想

質問（藤代議員）：千葉県は平成15年に汚水適正処理構
想を見直しました。
鎌ヶ谷市はどの方向性を選択しましたか

答弁（土木部長）：基本的方向性として下水道区域とし
て整備していくことが有利と判断しました。

全体計画面積のうち整備率は瑠0．ｐ7％

ウ　質問（藤代議員）：“流域関連公共下水道”の進捗状況に

ついてお答え下さい。
答弁（土木部長）：印旛処理区は約90．8％。

手賀沼流域下水道については約32．1％の進捗率とな
ります。

江戸川左岸は未着手です。しかし市川幹線が平成21
年度に完成する見込みから、平成18年後期には事業認

可を取得する予定です。
鎌ヶ谷市全体では約30．7％の進捗率となります。

これまで30．7％を整備するのに390億円

質問（藤代議員）：流域公共下水道を導入して今までか
かった費用は？



答弁（土木部長）：平成16年軍まで下水道工事に要した
費用は139億7000万円。流域下水道負担金は約48億
4000万円負担。さらに一般会計からの繰入金は202億

円です。
質問（藤代議員）：流域関連公共下水道を100％整備する

には、あといくらぐらいで何年ぐらいですか？
答弁（土木部長）：今後470億円の事業費がかかると予定

しています。

完成時期はわかりません。

流域下水道1000億円・完成時は分からない？

質問（藤代議員）：完成まで1000億円という多額の資金
を投入し、しかも完成する時期がわからない流域下水
道は問題をかかえていると思いませんか？

答弁（土木部長）：将来的にはご指摘の問題点も見直し
の中で考えていかなければならないと思います。

水循環・水量保持の必要性

質問（藤代議員）：合併浄化槽は汚水の発生源から処理
して流出するのに対し、流

域公共下水道は、遠い場所

で処理している。処理した
水を上流部へポンプアップ

しないと環境面での水循
環、水量保持が確保出きな
い問題が生じていますが？

答弁（市民部長）：水量の保持の点では、合併浄化槽の
方がよいという点があります。

☆犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関する条
例（議案第3号）
①“自立及び相互扶助の精神で良好な地域社会を’’
②‘‘基本的人権を不当に侵害しないよう配慮する’’

③“安全で安心なまちづくりは市、市民、自治会、事
業者、関係機関が協働Ｌで’

の三つの基本理念にもとづき“犯罪機会’’をとりのぞ
くことで安全で安心なまちづくりをしていこうとする

ものです。
☆商工業振興条例（議案第4号）

地域社会の健全で、一体的なまちづりをしていく中

で商工振興をはかろうとするものです。
その為、商工業者は、商工会・商店会に加入して地

域貢献をしていく条例をつくりました。
1ｍ－＿　☆乳幼児医療費助成の拡大（議案第6号）

少子化対策の一歩として「通酷め助成額を3才未満度、
から4才未満まで」と「入院7日以上を1日以上で就

学前までに」助成を拡大しました。

鎌ヶ谷市こども安全市民債

－ミニ公募債発行一
東部小、北部小、五本松小、四中など義務教育施設の

改修・補修事業並びに通学路として安全に通学できるよ
うに都市計画道路整備に使用する資金として2億円の公

募債を発行します。利率1．1％、募集期間は4／3～4／14。
申し込みは、市財政謀へ往復ハガキで。10万円から100

万円まで。購入窓口は千葉銀行です。

鎌ヶ谷大仏とその仲間たち

鎌ヶ谷市指定第一号の
文化財は鎌ヶ谷大仏で

す。今や多くの市民に愛
されている鎌ヶ谷大仏

は、意外に詳しい由来は
知られていません。それ

というのも記録が残され
ていないからです。

そこで一番の手がかり
は、仏体に刻まれている

銘文です。大仏正面の蓮
座には施主・鋳物師のほ

かに、施主の先祖と六人
鎌ヶ谷大仏　　　　　の子供の戒名が刻まれて

います。このうち二人の子供は大仏を建てた前年に亡く
なっています。このことから大仏は直接的には施主か、

子供の死を悼んで建てたと想像できます。
子供の死を視点に据えると、大仏は小柄で風貌もどこ

と無く子供らしいです。一般に大仏は坐像で八尺（2．4ｍ）
ですが、鎌ヶ谷大仏は一尺小さく1．8ｍです。しかし仏

体には金が塗られ高級感を出していました。従って費用
の問題では無くて、わざと小さく作ったかも知れないと

私は考えています。
さて鎌ヶ谷大仏に似て鋼製で坐像の大仏は、江戸時代

は日本全国にあって、現在30体が残っています。中には

明治維新で外国人に買われてフランスのパリにいる大仏
もあります。関西よりも関東で、と

りわけ東京都と千葉県には大仏が多
くあります。

鎌ヶ谷の近所では中山法華経寺、
千葉市長沼の駒形観音堂、銚子市の

円福寺などにありますので、旅行の
際には寄り道してぜひ見比べて下さ

い。　　　　　　　　　　天下井恵

メディアに描かれる男性像・女性像

男女共同参画セミナー第
2回が開かれ、諸橋泰樹先

生からメディアの持ってい
る構成性が語られました。

現実の一重から、ある部分
を切りとって表現する‘‘メ
ディアの構成性’’を理解す

るなら、その中で表現され
る男性、女性像には、メ

ディアのもっている女性
諸橋先生　　　　　観、男性観が反映されると

のこと。そのメディア表現によってさらに現実の中で
ジェンダーが増幅されるといったメディアと現実との関

係性も指摘されました。
テレビＣＭで措かれている男女の性別役割の固定化に

ついて、ビデオを見ながら参加者がグループに分れ、ワー
クショップ形式で検討しました。楽しい作業の中から、
気がつかない形でジェンダーが固定化されているメディ

アの問題点が明らかになりました。



‘‘共謀罪’’と‘‘顔認証システム’’

「共謀罪と監視社会」を問う市民集
盛　会（於上智大学）が開かれました。

‘‘顔認証システム’’の実証実験の中

止を申し入れている団体からは、
2006年4月頃地下鉄「霞ヶ関」駅

改札口で行われる“顔認証（バイオ

メトリックス）システム’’は、ある

機関がターゲットにする人をリア

ルタイムに識別できるシステムをつくり出すもので、監
視カメラからさらに一歩踏み込んだものである。プラ

イバシー・肖像権の侵害といった憲法違反にもなりうる

大きな問題をかかえていると指摘しました。

今国会で継続審議となっている「共謀罪」（話し合い

合意しただけで罪になる）については、足立関東学院大
教授から「『共謀一予備一未遂一既遂』という行為の中、

予備、未遂では罰せられないものを共謀というまったく

心の問題で罰してしまうのが共謀罪です。近代刑法体

系の根本的な否定です。」「批判するものへの抑圧の一つ
でしかない」と。村井龍谷大教授からは「‘‘目くぼぜ’

でも合意、‘‘暗黙の了解”も合意」では、治安維持法に

なってしまうと法案の恐ろしさが語られました。

さらに、言論統制の時代になりつつあること、‘‘安心・
安全’’（市民の当然の要求です）をキーワードにして、

監視社会をつくりあげてしまう危険な状況にあること

などが問題提起されました。

鎌ヶ谷市長選挙　7月2日に決定
清水市長が任期満了をむかえる7月、市長選
挙があります。
告示日6月25日、選挙期日7月2日です。

市民の声
今更英会話も3年生になりました

一昨年の4月に始めたこの教室も3年目を迎えました。

今までにこの教室で学んだ？、遊んだ今更族も総計で

30名になり、今年も新しい企画で継続することになりま

した。
これも言い出しっぺの私を助けてくれた他のリー

ダーの方々やクラスの皆さんの協力があったからこそ

と感謝しています。
ところで、過去2年間の成果を二つほど皆様に紹介し

たいと思いこの場を拝借しました。

成果その1．英語で話す事に抵抗が無くなり、声を出す

度胸か‖てきた．＿．
成果その2．易しい言い回しで、何とか言いたい事を言

うコツを知り始めた。

まだまだ様々な成果が有りますが、ここでは書き切れ
ないので割愛します。

尚、今年も毎週木曜日の午後からで、「今から始めた

いコース」と「充実コース」の2組に分けてのレッスン

にしました。

熟年以降のボケ防止のつもりで一緒に遊びながら学
びませんか？

入学資格はどなたでもＯＫ。但し、7割以上の出席が

可能な方に限ります。
連絡先：武田信明　ｍ／仇麗：445－6470

ｅ－ｍａｉｌ：ｎＯｂｕａｋｉ＿ｔａｋｅｄａ＠ｙｂｂ．ｎｅ．ｊｐ

ロ交差点改良がすすんでいます

船取ガイパス線（ユニオン通
り）、‘‘私市’’さんのところの交差

点改良事業が行われています。

「ヒヤリハット・交通安全」のワー

クショップで指摘された鋭角な交

差点を、直角な形状にに改良しました。交通事故の発生
を防ぐ為です。’06．3月中に工事完了の予定。
□「ハナミズキ」で

美しい街並みを！

鎌ヶ谷駅から新鎌へ至る東武野田
線わきの新しくつられた道路（歩道）
にハナミズキの街路樹が植えられま
した。春がたのしみです。

□りすのこ園（駅前保育所）オープン
東武鎌谷駅前（東口）カーラシティ弐番館2階に駅前

保育所“りすのこ園”がオープンしました（063／1より）。

0才児（6ヵ月）から2才児まで
通常保育が15名、一時保育が5名
の定員です。保育時間は平日

ＡＭ7：ｑＯ～ＰＭ7：00　日曜日・祝日・

年末年始は休園です。

～市役所保育課まで～

お知らせ
☆下総基地ＮＬＰ反対　学習会とお花見

「神奈川における米軍再編と闘い」木元さんのお話
4月9日（日）北部公民館　学習会（10：30）下総基
地わき桜の花の下（12：00～）

口澤地久枝さん講演会－2006年松戸憲法記念日の集い
5月3日（水）14：00～　松戸市民会館ホール
500円（18才未満無料）チケット　ふじしろまで

□小田実＆小森陽一憲法九条を語る
5月4日　14：00～

船橋市民文化ホール（無料）
主催：九条の会・千葉地方議員ネット

ロ津久井清市政報告会

4月30日（日）、まなぴぃプラザ13：30～

きょうどう事務所　トライ・案内
□法律無料弁護士相談一要予約　ふじしろまで－

4／29（土）5／27（土）6／24（土）7／22（土）13：00～

□碁楽会

4／7（金）4／21（金）13：00～

□数学教室　毎週月・火曜日19：00～

□今更英会話　毎週木曜日13：30～　＆15：30～

ロ市政相談　ふじしろ市議

4／12（水）10：30～




