
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あけましておめでとうございます。 

12 月松戸市議会は、拙速に提案された松戸版「教

育改革」をめぐって、「教育改革」議会とも呼べる

ほど、一般質問や陳情の扱いをめぐって白熱した

論議が交わされ、多くの市民が議会傍聴をされま

した。 

●異例の「付帯決議」と学校説明会､議会討論 

 10 月 15 日に開催された教育委員会議では、松戸版

「教育改革」3 プランに対して、異例な『付帯決議』（充

分な話し合いを行うこと、強行実施はしないこと）が付

けられました。統廃合予定 8 校での説明会では、教育

委員会への厳しい批判が続出しました。多数の署名も

市長と教育長に提出されています。12月議会では、29

名の一般質問者中 18 名の議員が、「教育改革」につ

いての質疑をおこないました。市民からは、2 件の陳情

（3 プランの凍結、統廃合地域での充分な話し合いを

求める）が出されて、不採択となりましたが白熱した論

議が交わされました。12 月議会中、連日多数の傍聴

者が議会を監視しました。 

この中で明らかになったことは、教育委員会の

提案が拙速であり、生徒、保護者、地域住民との

話し合いには、充分な時間をかけて実施すること、

との当り前すぎる結論が確認されました。行政の 
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姿勢を変える大きな契機になろうとしています。

●批判の段階から豊かな提案へ！ 

 昨年の多くの行動は、松戸版「教育改革」に対する

第1ランドであり、これから第2ランドに入ろうとしていま

す。この間の行動を通じて、統廃合予定校では、「教

育改革」を考える保護者有志の会が生まれました。 

第 2 ランドの行動は、市民と行政のパートナーシッ

プを求め、協働のまちづくりを進める観点から、学校選

択制と統廃合に対する生徒、保護者、地域住民から

のプランづくりが求められています。松戸市は、2004

年度に「パートナーシップ条例」の作成に入ります。こ

の時期だからこそ、統廃合予定地域での学校とまちづ

くりのあり方を提案し、市民参画型のまちづくりへの第

一歩にしていく時です。市民の真価が問われていま

す。論議を深め、教育委員会の構想を超えた新たなま

ちづくりとしての学校のあり方を提案していきましょう！

1000 人の会第 7 回総会開催のご案内 
▼▼▼▼    日時日時日時日時    ／／／／    2004200420042004 年年年年 1111 月月月月 18181818 日（日）日（日）日（日）日（日）PM1PM1PM1PM1：：：：30303030～～～～4444：：：：30303030    

▼▼▼▼    場所場所場所場所    ／／／／    松戸市女性センター・ホール（関心のある方は、どなたでも参加ください）松戸市女性センター・ホール（関心のある方は、どなたでも参加ください）松戸市女性センター・ホール（関心のある方は、どなたでも参加ください）松戸市女性センター・ホール（関心のある方は、どなたでも参加ください）    

▼▼▼▼    議題議題議題議題    ／／／／    ●●●●2003200320032003 年の活動をふり返って年の活動をふり返って年の活動をふり返って年の活動をふり返って        ●●●●2004200420042004 年の活動方針（市民参画型の年の活動方針（市民参画型の年の活動方針（市民参画型の年の活動方針（市民参画型のまちづくりをめざして）まちづくりをめざして）まちづくりをめざして）まちづくりをめざして）  

●●●●アトラクション（韓国の民族舞踊など）アトラクション（韓国の民族舞踊など）アトラクション（韓国の民族舞踊など）アトラクション（韓国の民族舞踊など） 

12／3 議会棟の前で議員に訴え 
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●パートナーシップのまちづくりを！ 

質問質問質問質問：①『最終提言』を出したパートナーシップ

検討委員会の評価は。②パートナーシップ条例の

作成に向けた今後の取り組みは。③職員の意識改

革はどうするのか。 

市長市長市長市長：①1年 5ヶ月、180回に及んだ検討、他市の

事例にもない委員会であったと高く評

価している。②2005年度を念頭に作成し

ていきたい。そのために、市民が主体に

なった条例づくりを検討している。③パ

ートナーシップに関する講演会、各種研

修会の実施など職員の基本研修に組み

入れて、職員の意識改革に取り組みたい。 

●里親制度への支援を！ 

質問質問質問質問：①乳児院、児童養護施設や里親制

度の現況は。②里親制度が抱えている課

題は。③自治体として里親制度の支援は。 

児童家庭担当部長児童家庭担当部長児童家庭担当部長児童家庭担当部長：①児童相談所は、現

在フル稼働。乳児院や児童養護施設は、ほぼ満杯

状況。松戸市民の登録里親は 13 名。千葉県で 191

名。②県の業務のため、里親との直接的な接点は

ない。児童相談所によると短期間、児童を養育す

る里親が不足している。③県主催の説明会を開催。

県と連携して、説明会の開催や広報掲載など全面

的に協力し、制度の周知をはかりたい。 

●市民・保護者との合意づくりを！ 

質問質問質問質問：①統廃合予定 8校での説明会で、「教育改革」

の提案方法・内容はどのように評価されたか。②

学校選択制と学校統廃合を同時進行させるメリッ

ト、デメリットは。③地域での学校選択

制を一時凍結してほしい、との保護者の

要請にどう対応するのか。④学区の見直

しはないのか、⑤跡地利用についての考

え。⑥『付帯決議』は全体に関るのか、

統廃合 8校に関るのか。 

教育長教育長教育長教育長：①拙速との厳しい批判をいただ

いた。多面的な問題が提起されている。

②多様性と選択の重視という流れの中

で、学校選択制を採用した。現状でも、

1350人ほどの区域外就学がされている。

幾つかの方法を考えたが、同時期とした。

③学校選択制の一時凍結は、混乱が大き

くなるので、予定通り進めたい。④大変な状況に

なるので、今回は手をつけなかった。⑤市のまち

づくりの観点から計画を検討していきたい。⑥統

廃合 8 校に関る決議と判断している（学校説明会

の答弁では、全体に関るとの答弁もされていた）。

 

松戸市議会 3 月定例会の予定 

▼ 2／20 (金) 請願・陳情提出期限（正午） ▲ 

▼ 3／1 (月) 定例会招集日 ▲ 

▼ 3／2 (火) 各常任委員会（先議議案）  

▼ 3／4 (木) 本会議（先議採択） ▲ 

▼ 3／8 (月)～10(水) 本会議（一般質問） 

▼ 3／11 (木) 常任委員会（総務財務、健康福祉） 

▼ 3／15 (月) 常任委員会（教育経済、都市整備） ▲ 

▼ 3／16 (火) 17(水)19(金)22(月)予算審査特別委員会 

▼ 3／24 (水) 本会議（最終日） 
 

12 月議会は、12 月 3 日から 16 日まで開催されました。一般質問に立った議員は
29 名、吉野は 5番で、12 月 4 日に 3点の質問をおこないました。 

12 月議会で､新議長に杉浦正八氏(市民クラブ)､副議

長に大川一利氏(21 世紀クラブ)が選出されました。 

12／3 議会棟の前で議員に訴え 



 

  

 

●「松戸市安全で快適なまちづくり条例」

制定、来春 4 月施行 

9 月に条例案が提起され、市民からの意見、有志

議員からの提案などにより、12 月議会、賛成多数

で制定されました。松戸市は、犯罪・事件が多発

（ここ数年は、年間 13000 件台の事件発生）し、

環境美化や浄化問題も多く抱えています。行政は、

これらの問題解決のため、3点セットの条例を提案

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 紙敷土地区画整理事業（東松戸）への市

長の関り不足を厳しく批判 

11 月 2 日に開催された紙敷土地区画整理組合の

第 15 回総会で『再建計画』が決定され、2900 万円

の補正予算が提案されました。この 3 年ほどまっ

たく事業が進展せず、破産状況でしたが、昨年春

の金融機関 4 行からの訴えによる裁判で、和解に

よる解決が求められていました。和解の条件は『再

建計画』の採択でした。再減歩平均 16.05％（80

億円）で最終減歩率は 53.33％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、新松戸北小に 2 人の子供を通わせている母です。市役所に行くのは、引っ越しの手続き以来２度目。

議会は初めて。12月 3 日はプラカードを掲げて、12 月 4 日は傍聴券をもらい、3階に行き、初めて議会の広い

内部を見て大変感激しました。 

議員さんの白い椅子は座り心地が良さそうだなとか、天井が高いなとか、社会見学に来た小学生の気分で

した。一般質問の初日は、殆どの議員が「松戸版教育改革」についての質問をされ、大変有意義にお話を聴

けました。 

私は、新松戸在住かつ教育改革をテーマにした議員が数人、初日にお話をされるとのことで、ぜひ聞いて

みたいと思ったのと、「議員さん傍聴席を見て、ビックリしてほしい。私たちは見ているぞ！」という気持ちで参

加しました。小学生の母たちは、幼稚園の行事や仕事があり、3 時には子どもが学校から帰ってくるので実際

には少人数の参加でしたが、新西小、新北小・新北中の母だけでなく根木内東小・古ヶ崎南小・ボーダーの会

の方もいて、少し心強かったです。 

2時 20分、吉野さんの番になり、教育改革について4つの質問をされました。しかし、教育長の当り障りのな

い、つまらない答え。それに対して、吉野さんは「提案が拙速で、大事な内容が欠如している。パートナーシッ

プを学んで欲しいのは、教育改革を作った人たちだ！」「教育委員会が市民を信用していない」とはっきり仰り、

その後再質問で 8 つの問題点を掲げてくれた時、私は、「自分たちの代わりに喋ってくれているんだ」と思い感

謝しました。今まで、遠い存在に感じていた市議会が、この問題をきっかけに、大変身近なものになりました。 

（新松戸５丁目在住新松戸５丁目在住新松戸５丁目在住新松戸５丁目在住    Ｈ・ＫＨ・ＫＨ・ＫＨ・Ｋ） 
 

との話し合いも行わず、破産状況

を先延ばしにしてきた市長責任

を追及しました。今後5年間の「事

業計画」で、38 億円ほどの公的資

金を投入することになります。市

民への情報公開と合意づくりが

大きな問題になります。 

が、作成過程こそ重要である

こと等、多くの問題点を指摘

しました。一部分は改善され

ましたが、この条例には反対

しました。 

この条例案に対して、①課題ごとの条例にし、目的

が分り易く、評価ができやすくすること。②多くの

制約を課するので、人権擁護の視点をきちんと入れ

ること。③市民参加型の条例づくりに一歩近づいた

反対討論では、多くの問題点を指摘しましたが、

中でも、川井市長に対して、市長在任 9 年間で、

最大の難問にもかかわらず、一度も総会や地権者

教育委員会は保護者と 
地域住民の声を聞け！



 
 
 
 
 小泉政権は、12 月 9 日にイラクへの自衛隊派兵に関する『基本計画』を閣議決定、18 日には、自衛隊の活動内容を

定めた『実施要項』を承認しました。基本計画では、米英占領軍を支援する「安全確保支援活動」を行うと明記し、装隣

装甲車や無反動砲、個人携帯対戦車弾などの重武装で派兵する計画です。自衛隊員の人命が奪われるかもしれない。

イラクの国民を殺すかもしれない。それが判っていても、小泉首相は、「多くの国民が、敬意を感謝の念を持って送り出

してほしい」と、憲法違反の海外派兵を国民が受け入れるよう迫っています。『実施要項』は、派兵時期を明示せず、首

相の承認を受けて自衛隊を派兵することにしています。これは、イラクの情勢が先行き不透明であり、安全を確保する保

証もないことを示しています。 

 イラクでは、フセイン元大統領拘束後も、激しい戦闘が継続され、イラク特措法のいう「非戦闘地域」などないことが、さ

らに明らかになっています。米英軍の侵略戦争と占領支配がイラク国民の怒りと憎しみを増幅させ、抵抗の土壌を拡大

させています。小泉政権が、自衛隊をイラクの戦場に送り、占領支配に加担することは、自衛隊を怒りと憎しみの対象に

させることになります。 

 日本が他国の領土で他国民の殺害に手を貸す事態が、武力の行使や武力による威嚇を禁止した日本国憲法違反に

なることは明白です。国際法や国連憲章に違反し、世界の平和秩序を破壊し、戦争と抑圧の秩序を世界に押し付ける

ブッシュ政権の野望に加担するものです。 

 イラク派兵計画は、圧倒的な国民の意思に逆らうものであり、自衛隊関係者からも、夫や息子を戦場に送らないという

声が上がっています。イラク派兵はやめろ！の声を、さらに広げて、日本と世界の声にしていきましょう。 

● 松戸住民ひろば－第 10 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、元高校教員で、中国山地教育の支援活動に参加して

いる神 惇子さんをお迎えします。 

▼ 日時 ／ 2 月 21 日(土) PM1：30～4：30 

▼ 場所 ／ 松戸住民ひろば （℡047-349-2132） 

▼ ゲスト ／ 神 惇子さん （中国山地教育を支援する会） 

 

今年度からスタートしました『第 2 次実施計画』が、1 年目で赤信号です。2004 年度から 2007 年度の 4 年間で約 229

億円（年／約 57 億円） の一般財源の不足から、昨年 11 月に行財政改革専門家会議の提言を受け、松戸市「行財政

改革」(案)が出され、昨年末に、計画が発表されました。計画では、事業の再構築、人件費の抑制、資産の有効活用、

基金の活用等で 230 億円を生み出すとしています。なぜ、スタートして直ぐに大幅な財源不足が生じたのでしょうか。計

画そのものに問題があったと思います。 

 市民の声 21（吉野が所属する会派）では、12月 19日、市長宛に、この問題点を提起するために 8点の問題
を提出しています。①『第 2次実施計画』の財源予測の大幅な食い違いは、どこに原因があったのか、問題点
を明らかにすること。②専門家会議の提言「住民が関与するまちづくり」の方向性が、当面の計画づくりに生

かされておらず、住民との論議の場づくり等早期に検討すること。③計画は、一律削減で、障害者・高齢者福

祉やバリアフリー化など、今後の政策で重要な内容も削除されているので、見直しを検討すること。④「中・

長期的な改革」と「後期基本計画」の作成にあたっては、パートナーシップ検討委員会の提言にあるように、

市民・議会・行政による準備委員会を早期に立ち上げること。⑤具体的な財源削減策の 4点の提案等です。 


