
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3月 20日、世界中で史上空前の“NO WAR”の声が高

まる中、米英軍のイラク爆撃が始まりました。「国際協調

と日米同盟は両立する」と強調してきた小泉政権も「国

連か日米同盟か」の二者択一で、ブッシュ政権の侵略戦

争を支持しました。バクダッドの陥落によって、フセイン

政権の崩壊は進んでいます。 

● ブッシュの“妄想” 

ブッシュ政権は、「9・11 事件」以降、「大量破壊兵器が

テロリストに渡ることを恐れる」との理由から、イラク爆撃

を説き、やがて「フセインの独裁政権を終わらせ、民主国

家をつくる」と「フセイン政権の転覆」に目標を変えました。

ブッシュの「先制攻撃論」「単独行動主義」が、国際法と

国連憲章を踏みにじって侵略戦争に突入させたのです。

国連安保理の多数の国々や、イラク反戦に立ち上がっ

た世界中の人びとは「大量破壊兵器の査察を通じて、戦

争を回避し、イラクの内部から民主化を進め、その動き

に世界の国々・人びとが協力する」との立場を主張して

きました。ブッシュは侵略・占領をやめろ！ 

ブッシュ政権は、「大量破壊兵器の脅威」を騒ぎ立て、

それが存在する証拠も示せない中で、劣化ウラン弾やク

ラスター爆弾などの「大量破壊兵器」によって罪もない子

どもや女性をはじめとするイラク国民を大量に殺戮して

います。さらに、「ブッシュ帝国」は、イラクを占領し、石油

資源の独り占めも目論んでいます。 

● 今こそ、有事法制反対の大きな世論を！ 

小泉政権は、イラクの戦後復興のためには、自衛隊

が多国籍軍に参加できるためにと、継続審議となってい

る「有事法制 3 関連法案」を早期に成立させようとしてい

ます。「ブッシュ帝国」の「属国」から、独自の自主外交を

展開・確立もできなかった小泉政権が、有事法制を持っ

たなら、無法な戦争に付き従い、自衛隊を参戦させ、自

治体や国民を強制動員させていくに違いありません。イ

ラク反戦・ピースアクションと連動して、有事法制反対の

世論を大きくしていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

■ 松戸住民ひろば－第 7回住民塾 
 松戸の中で、ユニークで貴重な行動をされている市民

を迎えての住民塾、今回は、男女参画社会の実現に向 
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【憲法記念日の集い】【憲法記念日の集い】【憲法記念日の集い】【憲法記念日の集い】    永 六輔さん  と  辛 淑玉さん の リレートーク 

～～～～    おびやかされる平和、人権、教育－いま、憲法を活かすにはおびやかされる平和、人権、教育－いま、憲法を活かすにはおびやかされる平和、人権、教育－いま、憲法を活かすにはおびやかされる平和、人権、教育－いま、憲法を活かすには    ～～～～    
▼ 日時／5月 3日（土）PM6：00～9：00 

▼ 場所／松戸市民会館・ホール（JR松戸駅徒歩 10分、℡047-368-1237） 

▼ 参加費／500円（前売り券あり、1000人の会へ連絡を！18歳未満は無料、託児あり） 

● 主催／憲法記念日の集い実行委員会（多くの市民団体等で構成、1000人の会も参加） 

えい ろくすけ しん す ご 

WORLD PEACE NOW 3.8 (日比谷公園、松戸からの参加者)



 

■ 松戸住民ひろば-第 7回住民塾 

松戸の中で、ユニークで貴重な行動をされている市民を

迎えての住民塾。今回は、男女共同参画社会の実現に

向けて奮闘している船橋邦子さん（常盤平西窪町）をお

迎えします。 

▼ 日時／5月 10日（土）PM1：30～4：30 

▼ 場所／松戸市民会館 101号室（℡ 368-1237） 

▼ ゲスト／船橋邦子さん（和光大学教授） 

 
 
■ トーク・朝鮮問題の近未来 
北朝鮮の核問題が、今後大きな問題になろうとしてい

ます。「イラクの次は北朝鮮だ」との指摘もある中で、今

後の朝鮮情勢を論議したいと思います。 

▼ 日時／5月 2日（金）PM6：30～9：30 

▼ 場所／松戸住民ひろば（℡ 349-2132） 

▼ ゲスト／郭 秀鎬さん（在日韓国民主統一連合・副

議長、松戸在住） 

▼ 主催／1000人の会 

（平和プロジェクト） 

 
■ シンポジューム「介護保険－
よりよい選択ができるために」 
介護保険制度がスタートして 4 年目

に入りました。この松戸市でも、利用者

が 6000人ほどおります。制度の見直し

がされましたが、よりよい選択ができる

のか、市民の目線で検証します。 

▼ 日時／5月 11日（日）PM1：30～4：30 

▼ 場所／松戸市女性センター．ホール（℡ 364-8778） 

▼ パネラー／特別養護老人ホーム関係者、ケアマネ

ージャー、行政の担当者 

▼ 主催／介護保険・松戸市民ネットワーク 

（℡ 349-2132） 

● ネットでは、市内 7 ヶ所の特養老人ホームの訪問調

査を実施し、このほどブックレット『より良い選択のために

－特別養護老人ホーム情報』（頒布価格 500 円）を作成

しました。是非ご覧ください。連絡先（℡384-3768 田中） 

 

■ ﾁｬﾘﾃｲﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄへの献品のお願い 
 4 月 27 日（日）、新松戸中央公園での恒例のフリーマ

ーケットに 1000 人の会も出店します。毎回お願いしてお

りますが、贈答品や衣類等の提供をお願いします。一報

くだされば、お伺いします。 

▼ 連絡先／松戸住民ひろば（℡ 349-2132） 

 

■「剛さんちのトマトクラブ」に参加しませんか 
紙敷地域でトマト作りをしている湯浅 剛さんのご好意

で、市民がトマト作りに挑戦できる機会を提供していただ

きました。剛さんは 20数年、東葛水耕研究会のメンバー

として、無農薬で甘味のあるトマトづくり（水耕）に挑戦し

ています。関心があれば初めての方でも参加できます。

参加できたボランティア時間を記録し、完熟トマトをいた

だける方式にします。7月上旬から作業を開始し、年 2回

の収穫期を設けます。日本の農業について、食べ物の

安全性について、地産地消について等の語らいの場も

設けます。ご参加ください。 連絡先／341-0126（今川） 

 
■“浜岡原発ツアー”に参加してみませんか 

電力会社の“事故隠し・資料隠し”

で原発の「安全性神話」が崩れていま

す。地震国の日本で、現在 52 基もの

原発があります。東海沖地震の震源

域にある浜岡原発（静岡県）で大事故

がおきれば、半日で放射能が東京圏

を蔽います。「浜岡原発止めよう関東

ネットワーク」の呼びかけで、“浜岡原

発ツアー”が企画されます。 

▼ 日時／5月17日（土）～18日（日） 

▼ 費用／7000円   （1泊 1食+バス代等） 

▼ 呼びかけ・連絡先／1000人の会 

（脱原発・ｿﾌﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、℡ 349-2132） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無所属・市民派候補者健闘！無所属・市民派候補者健闘！無所属・市民派候補者健闘！無所属・市民派候補者健闘！    

吉川ひろし候補(柏市選挙区)当選！
4月13日投票の県議選は、県全体の投票率で

40.24％（前回 45.25％）、5.01％下回っています。

松戸市では、38.54％（前回 38.20％）で、低い投

票率を変えることが出来ませんでした。この中

で、柏と船橋の選挙区で、これまで 1000 人の会

で頑張っていた吉川ひろしさんと朝倉幹晴さんが

立候補されました。吉川さんは、14980 票（4 位）

で当選しました。朝倉さんは、9417 票（9 位）で惜

しくも落選されました。 
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『バリアフリー』が当り前の社会に！■ 

 「バリアフリー」、この言葉の重みや意味の捉え方は、

人それぞれで大きく違うでしょう。車椅子を利用する『障

害者』という立場にいる私がこの言葉について考えた時、

バリアフリーは特別ではなく、バリアフリーが社会生活の

基盤だと感じています。 

 歩いている道が障害だらけ、電車に乗ろうとして駅に行

っても、エレベーターがないため電車に乗るのに 30分以

上も時間がかかる、長い間バスを待って、やっと来たバ

スに乗れない、これらのことをどう

か想像してみて下さい。私のような

車椅子利用者にとっては、今の日

本の『現実の世界』なのです。 

 私は、社会に出て学んだり、仕事

をしたり、様々な人と出会ったり、

いろいろな経験をする、これらの外

と触れ合う機会は、誰にでも平等

であるべきであり、誰にも誰からも

奪う権利はないと思っています。し

かし現実は、車椅子利用者にとっ

てそのような機会が奪われています。でもベビーカーの

時、重い荷物を運んでいる時、足を痛めて思うように歩

けない時、きっと誰でもが経験したことのある世界ではな

いでしょうか。 

 『みんなに優しいまちづくり』が、掛声だけでなく、１日も

早く実現されるように願ってやみません。そのために、市

民のみなさんや行政のみなさんとまちを歩き、改善の提

案をしていきたいと思います。        

ＹＹＹＹ（松戸市在住） 

 

わがまちのバリアフリー度検証 ■ 

3月 23日、車椅子 3台を含めて 10人で、重度障害者

通所施設「喜楽家」からＪＲ馬橋駅までの歩道。常磐線を

越えるための中根陸橋の往復。ＪＲ馬橋駅と新松戸駅で

の階段の昇降と電車の乗り降りの 3 か所でバリアフリー

度検証のウオッチングをしました。 

道路では、歩道の傾斜が急で、車椅子が転倒しそうな

場所が多くありました。まちや駅には車椅子専用のトイレ

がほとんどありません。常磐線を越えるには、中根陸橋

の車道を通るしかありません。車道脇は、吹き寄せられ

た砂、タイヤやビンのかけら等が落ちていて大変危険な

状況でした。 

駅では、車椅子の階段での昇降、ステッピングカーと

いう階段昇降専用の台車に車椅子と身体をくくりつけら

れての昇降です。階段の半分ほどを占拠した形でゆっく

りした移動のため、通行人は珍しさも手伝って、立ち止ま

って見ていきます。 

このウオッチングで、「障害者」は身

体に障害をもっているから「障害者」

だけでなく、公共の多くの施設が、障

害・バリアーをつくっているからだと

痛感しました。バリアフリーのまちに

していくためには、生活の中でそれ

を体験している「障害者」の意見を聞

くところからスタートしていくべきだと

痛感しました。    

龍 孝光（ウオッチング・まつさと） 

 

バリアフリーのまちづくりへ！■ 

バリアフリーの検証をふまえ、障害を持つ市民の目線

でまちづくりを進めるには、どうすればよいか。車椅子ユ

ーザーで構成する「松戸のバリアフリーを考える会」のみ

なさんを交えて、市民同士の論議と今後の行動を検討し

ます。ご参加ください。 

▼ 日時／6月 29日（日）PM1：30～4：30 

▼ 場所／松戸市女性センター・ホール（℡364-8778） 

▼ 主催／バリアフリーのまちづくりを進める市民懇談会

（℡ 349-2132）      

 

松戸市議会 6月定例会の予定 

▼ 6／6（金）  請願・陳情提出期限 正午  ） 

▼ 6／16（月） 定例会招集日 

▼ 6／17（火）～20（金） 本会議（一般質問） 

▼ 6／24（火） 常任委員会（総務財務、健康福祉） 

▼ 6／25（水） 常任委員会（教育経済、都市整備） 

▼ 6／27（金） 本会議（最終日）

ステッピングカーでの昇降（JR馬橋駅）
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3月議会は、市長の施政方針に関する質問が中心で、

５つの会派の代表質問と５人の一般質問がされました。

吉野は 3 月 12 日、質問時間が 30 分のため「小学校給

食調理業務の委託化問題について」の 1点にしました。 

■“市民が主役のまちづくり”と逆行！ 

質問質問質問質問：市長は「21 世紀のまちづくりは、市民に情報を提

供し、市民が主役のまちづくり」と施政方針で提案したが、

市民・保護者、関係する機関、議会へ何の説明もされな

い中で、調理業務の委託化を強行するのは

施政方針と逆行していないか。 

教育長教育長教育長教育長：事前の提案を関係するそれぞれの

場に充分説明もできず、誠に如何である。深

くお詫びしたい。 

■保護者説明会は議会軽視！ 

質問質問質問質問：民間の委託化が決定もされない中で、

「決定された」との案内で、4校の保護者説明

会が、なぜ開催されたのか。文章起案の責

任者は誰か、その責任は。 

教育長教育長教育長教育長：4 校（中部、馬橋、松ヶ丘、横須賀）

の保護者2101名中、説明会には275名が参

加。決定されたとの教育長名の文章作成は、保健体育

課で担当した。チェックがされていなかった。 

■関係する組合の理解も得られない！ 

質問質問質問質問：調理業務に携わる職員がいる組合との協議は、ど

う進められているのか。 

教育長教育長教育長教育長：自治労（松戸市職員組合）と現業労組との協議

は進めてきているが、了解を得られていない。協議中な

ので、内容は控えさせていただきたい。 

 

■民間委託化のメリットは？ 

質問質問質問質問：民間への委託化によってどれだけのメリットがある

のか。デメリットはないのか。 

教育長教育長教育長教育長：運営の主体は松戸市、調理業務のみの変化。

安定性・公平性の比較でメリットがある。直営と比較して

1年間・1校で 710万円の減になる。 

■白紙撤回し、検討委員会で審議を！ 

質問質問質問質問：施政方針にも逆行する提案を強行す

ることなく、1 年をかけて、市民・保護者、関

係機関、専門家、行政等で検討委員会を設

け、充分な検討をしてから議会に提案すべ

きではないか。 

教育長教育長教育長教育長：市民参加・公開などの点で配慮が

足りなかった。説明責任の不充分さには、責

任を感じている。組合との協議もタイミング

の難しさがある。しかし、4 校の試行実施は

認めてほしい。 

 

教育委員会は、導入過程の説明責任を、

市民・保護者、関係組合、議会いずれにも

行わず、この4月から一方的に強行実施に踏み切ってい

ます。健康な身体と豊かな心を育てる学校給食にとって、

民間への委託実施が最善なのか、大きな疑問が残りま

す。委託化によって 1 校で 710 万円も引き下げられると

の提案にも大きな落とし穴があります。市教委の問答無

用の強行実施には、「民間業者との関係があるのではな

いか」との疑念さえ生まれてきます。市民・保護者、関係

組合、議員等で、強行導入によってもたらされる問題点

を監視・指摘できるネットワークづくりが緊急です。

 
 
 

■■■■    沢間議員を告発した沢間議員を告発した沢間議員を告発した沢間議員を告発した 3333月議会月議会月議会月議会    ■■■■    

3月 3日（3月議会初日）、100条委員会委員長より審査報告（沢間

議員の偽証発言あり）がされ、討論後 42 名の賛成（沢間議員は入院

欠席）で承認されました。続いて、12 名の議員提出による「虚偽の陳

述に対する告発について」なる沢間議員の偽証発言を松戸市議会と

して告発する議案提案がされ、44名全員の賛成で告発が決定されま

した。午後には松戸警察署に提出、10 日に受理されています。今後

は裁判で決着がつけられます。 

■■■■ 5 5 5 5件の予算案に反対！件の予算案に反対！件の予算案に反対！件の予算案に反対！    ■■■■    

市長提案の 10件の 2003年度予算案に対し

て、一般会計、国保特別会計、競輪特別会計、

下水道特別会計、介護保険特別会計の予算案

に反対しました。財政が厳しいためとの理由

で、市民生活に直結する下水道料金、国保料

金、介護保険料金、保育料金等々を受益者負

担の名のもとに値上げしています。

吉野信次と市政に参加する 1000人の会 NEWS No.21   (2003年 4月 17日)


