
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   情報公開と説明責任の放棄だ！       

昨年 10 月、市教委が決定した学校統廃合計画（8

校）は、今だ保護者・市民の同意を得られていません。

新松戸北小協議会による保護者対象のアンケート（6

月）結果では、教育委員会の説明を理解し、統廃合に

賛成している保護者は 2％程度で、ほとんどの保護者

が、反対・納得できないとしています。 

なぜ、納得できないのか。その原因は、①統廃合計

画の決定過程が保護者や市民に情報公開されず、一

方的に決定されたこと。②合理的な説明がされず、抽

象的で、一方的な答弁ばかりであったこと等々だと思

います。今、自治体に求められている速やかな情報公

開と説明責任の 2 つがいずれも欠落し、市教委の傲市教委の傲市教委の傲市教委の傲

慢な態度がもたらした結果慢な態度がもたらした結果慢な態度がもたらした結果慢な態度がもたらした結果に他なりません。 

   許せない！市教委の傲慢な態度    

6 月市議会でも 10 人の議員が、松戸版「教育改革」

に関連して質問をしています。中でも、古ヶ崎南小の

保護者や地域住民でつくる「古ヶ崎南小地域協議会」

が議員に配布した“古ヶ崎南小協議会の動向報告”に

集中され、市教委の傲慢な態度

を厳しく指摘しました。 

この報告には、教育委員会議

の『強行実施はしない』との付帯

決議に対して、「付帯は無し、無付帯は無し、無付帯は無し、無付帯は無し、無

視。進めるのみ！視。進めるのみ！視。進めるのみ！視。進めるのみ！6666 月には準備月には準備月には準備月には準備

事務局を立ち上げ、事務局を立ち上げ、事務局を立ち上げ、事務局を立ち上げ、9999 月には廃月には廃月には廃月には廃

校校校校条例。計画を進めることしか頭にありません」「そん条例。計画を進めることしか頭にありません」「そん条例。計画を進めることしか頭にありません」「そん条例。計画を進めることしか頭にありません」「そん

なの残っているの？消しゴムで消しちゃえ」なの残っているの？消しゴムで消しちゃえ」なの残っているの？消しゴムで消しちゃえ」なの残っているの？消しゴムで消しちゃえ」。保護者

が「妥協点を考える姿勢もないなら、裁判までもつれる

かもね」との言葉に「いいよ。裁判に負けないから」「反「いいよ。裁判に負けないから」「反「いいよ。裁判に負けないから」「反「いいよ。裁判に負けないから」「反

対している所に行ってもしょうがない」対している所に行ってもしょうがない」対している所に行ってもしょうがない」対している所に行ってもしょうがない」等々、信じられ

ない市教委の暴言が数多く記録されています。 

市教委には、保護者・地域住民と真摯に話し合う気

持ちがありません。保護者・市民を蔑視し、傲慢な態

度を取り続ける市教委の市教委の市教委の市教委の体質改善が、何よりも求めら体質改善が、何よりも求めら体質改善が、何よりも求めら体質改善が、何よりも求めら

れています。れています。れています。れています。 

 「学校設置条例」の改正提案反対！    

市教委は、勝手に決めたスケジュールを強行するた

めに、統廃合問題を具体的に検討できる「準備事務

局」の早期設置に躍起となっています。同意がなくても、

夏休みには統合予定校の大規模改修に着手しようとし

ています。さらに、9999 月市議会に、「学校設置条例」の月市議会に、「学校設置条例」の月市議会に、「学校設置条例」の月市議会に、「学校設置条例」の

改正を提案・強行しようとしています。改正を提案・強行しようとしています。改正を提案・強行しようとしています。改正を提案・強行しようとしています。 

このような保護者・市民無視の統廃合計画の強行実

施には、断じて反対であります。「パートナーシップ条

例」をつくり、市民と行政が協働のまちづくりをめざす

自治体が、これと逆行する強行

実施は許されません。保護者・

地域住民が、これまでねばり強

く訴えてきた問題提起を真摯に

受け止め、新たな見直しをはか

ることが最善の対策だと思いま

す。市教委よ、急がば回れ！市教委よ、急がば回れ！市教委よ、急がば回れ！市教委よ、急がば回れ！ 
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質問質問質問質問：『読売新聞』へのアンケートや定例記者会見で

のコメントから、国民年金に 29年 3ヶ月も加入しない。

国民年金に加入しなければならないことを知らなかっ

たのか。市民の反応は。 

市長市長市長市長：新聞報道のとおり、議員年金に加入

していたので足りると誤解していた。認識認識認識認識

不足で首長として、恥じ入る思いである。不足で首長として、恥じ入る思いである。不足で首長として、恥じ入る思いである。不足で首長として、恥じ入る思いである。

市民からは、4 件あり、「新聞報道は事実

か」「謝罪してほしい」等である。 

評価評価評価評価：未加入期間29年3ヶ月、強制加入に

なってからでも 13 年 10 ヶ月の未加入。市

議会議員（3 期）、県会議員（3 期）中でも、

制度を全く理解されていませんでした。こ

のような市長が、全国で何人いるのでしょ

うか？このような市長が、市民の苦しい生このような市長が、市民の苦しい生このような市長が、市民の苦しい生このような市長が、市民の苦しい生

活状況を理解できるのでしょうか？活状況を理解できるのでしょうか？活状況を理解できるのでしょうか？活状況を理解できるのでしょうか？ 

  決断をして、新たな見直しを！   

質問質問質問質問：小・中学校 8 校の統廃合計画は、一方的な決定、

合理的な説明不足などで、未だ保護者・市民から理解を

得られていない。①松戸版「教育改革」に対する保護者・

市民の評価は。②統廃合の論議ができる協議会の設置

状況は。③統廃合を前提とした「準備事務局」の設置は。

④学校選択制について

の規則や規程をなぜ、

つくらなかったのか、規

則違反ではないか。 

教育長教育長教育長教育長：①教育改革の

基盤整備と位置づけ

た学校選択制につい

ては、新入生保護者約

1000 人のアンケート
調査の結果、85％の方   

から賛同を得られた。統廃合については、

教育改革全体をトータルに捉えてもらえば、今後評価

をいただけると思っている。②代表制を確保した組織

を設置して、統廃合の必要性を論議しだしている。③

「準備事務局」を早期に立ち上げたいが、地域による

課題も異なり、一律に立ち上げることは難

しい。④規則違反とは考えていないが、正正正正

確を期すために今後早期に作成したい。確を期すために今後早期に作成したい。確を期すために今後早期に作成したい。確を期すために今後早期に作成したい。 

なぜ、市立保育所の民営化か？  

質問質問質問質問：行財政改革のために、市立保育所の

民営化が検討されているが、公共サービスの

あり方全体の中で検討されるべきではないか。

①民営化のメリットとデメリットは。②「公設民

営」か「民設民営」か。③民営化によって人件

費の抑制とサービスの向上は可能か。④保

護者への説明責任と市民参加の道筋は。 

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：市内には、民間保育園

22 園、公立保育所 23 所で、これまでも共存の努力を重

ねてきており、公・民間には優劣、遜色はない。②委託で

も移管でも保育所の入所、保育料については市が徴収

する。どの運営形態がよいか、保護者との話し合い等も

含めて決めていく。③延長保育の拡大や人件費の縮減

は可能。④市民と議会の合意形成に最大限努力する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松戸市議会 9月定例会の予定 
 

▼ 8888／／／／23(23(23(23(月月月月))))    請願・陳情提出期限請願・陳情提出期限請願・陳情提出期限請願・陳情提出期限    （正午）（正午）（正午）（正午）    

▼ 9999／／／／ 1( 1( 1( 1(水水水水))))    定例会召集日定例会召集日定例会召集日定例会召集日    

▼ 9999／／／／2222（木）～（木）～（木）～（木）～7777（火）（火）（火）（火）    本会議本会議本会議本会議((((一般質問一般質問一般質問一般質問))))    

▼ 9999／／／／ 9( 9( 9( 9(木木木木))))    常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会（（（（総務財務総務財務総務財務総務財務、、、、健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉））））  

▼ 9999／／／／10(10(10(10(金金金金))))    常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会（（（（教育経済教育経済教育経済教育経済、、、、都市整備都市整備都市整備都市整備））））  

▼ 9999／／／／13131313（月）～（月）～（月）～（月）～16161616（木）（木）（木）（木）  決算審査特別委員会決算審査特別委員会決算審査特別委員会決算審査特別委員会    

▼ 9999／／／／21(21(21(21(火火火火))))    本会議本会議本会議本会議((((最終日最終日最終日最終日))))    

6666 月議会は、月議会は、月議会は、月議会は、6666 月月月月 9999 日から日から日から日から 22222222 日まで開催されました。一般質問に立った議員は日まで開催されました。一般質問に立った議員は日まで開催されました。一般質問に立った議員は日まで開催されました。一般質問に立った議員は 30303030 名、吉野はトップバ名、吉野はトップバ名、吉野はトップバ名、吉野はトップバッタッタッタッタ
ーで、ーで、ーで、ーで、6666 月月月月 10101010 日（木）に日（木）に日（木）に日（木）に 4444 点の質問をおこないました。点の質問をおこないました。点の質問をおこないました。点の質問をおこないました。 

4444 点点点点目の質問は、毎回質問をしてきた「紙敷土地区画整理事業につい目の質問は、毎回質問をしてきた「紙敷土地区画整理事業につい目の質問は、毎回質問をしてきた「紙敷土地区画整理事業につい目の質問は、毎回質問をしてきた「紙敷土地区画整理事業につい

て」でしたが、大きな進展がありませんので、今回は割愛します。て」でしたが、大きな進展がありませんので、今回は割愛します。て」でしたが、大きな進展がありませんので、今回は割愛します。て」でしたが、大きな進展がありませんので、今回は割愛します。    



市立保育所の民営化を考える（市立保育所の民営化を考える（市立保育所の民営化を考える（市立保育所の民営化を考える（1111））））    
    
    

 
松戸市では、昨年度からの 5 ヶ年計画『第二次実施計画』を推進していくと、229 億円もの歳入不足に陥るとの判断

から「行財政改革計画」を策定し、この 4月から実施しています。その計画の中に、市立保育所の民営化問題が含まれ

ています。6 月議会前に議会各派への説明、6 月議会での質疑も行われ、来年度実施予定の 1 保育所（馬橋保育所）

への保護者説明会等が始まっています。 

 
●公・民の格差は？             
今年 4 月の入所児童数は、公立・民間合わせて 4691

名で、民間利用者は 43％となっています。公立保育所が

23、民間保育園が22で、45施設があります。市内の児童

数が 27237名ですから、保育所を利用している比率は17．

22％になります。 

なぜ、民営化をすれば、財政改革に通じるのか。この

背景には、公・民の格差問題があります。2002200220022002 年度の決年度の決年度の決年度の決

算比較で、児童一人あたりの月経費は、公立算比較で、児童一人あたりの月経費は、公立算比較で、児童一人あたりの月経費は、公立算比較で、児童一人あたりの月経費は、公立 127600127600127600127600 円、円、円、円、

民間民間民間民間 100600100600100600100600 円で、年間にしますと円で、年間にしますと円で、年間にしますと円で、年間にしますと 32323232．．．．4444 万円の差となっ万円の差となっ万円の差となっ万円の差となっ

ています。ています。ています。ています。23 保育所をすべて民間に移行しますと 8 億 7

千万円の経費削減になるとの試算も出されています（一

般財源ベースでは、12 億 7 千万円）。この格差要因の 1

つに、保育士の勤続年数の大きな違いがあります。公立

では、25 年以上勤続の保育士が 50％を超えていますが、

民間では、4 年未満が 50％を超えています。この違いは、

保育内容にどのように現れているのでしょうか。 

 
●人件費の抑制とサービスの向上は？ 
民営化の場合でも、公設民営（業務委託）と民設民営

（移管）の 2 つの選択枝があります。担当課は、議会や保

護者説明会でも、どの民営化にするのか今後の課題とし

ていますが、秋までには決定されます。来年度は来年度は来年度は来年度は 1111 保育保育保育保育

所で、退職者（定年・勧奨合わせて）の状況を考えて、小所で、退職者（定年・勧奨合わせて）の状況を考えて、小所で、退職者（定年・勧奨合わせて）の状況を考えて、小所で、退職者（定年・勧奨合わせて）の状況を考えて、小

規模の保育所・規模の保育所・規模の保育所・規模の保育所・60606060 名定員の馬橋保育所が選定されてい名定員の馬橋保育所が選定されてい名定員の馬橋保育所が選定されてい名定員の馬橋保育所が選定されてい

ます。財政的効果は、ます。財政的効果は、ます。財政的効果は、ます。財政的効果は、3000300030003000 万円程度との予想万円程度との予想万円程度との予想万円程度との予想です。です。です。です。 

6 月 25、26 日に馬橋保育所

で第 1 回保護者説明会が開催

されています。多くの質問が出

され、今後も必要に応じて説明

会の開催が約束されました。保

護者会の中に対策委員会の設

置も検討されています。 

民営化によって、人件費の抑

制がされても、保育サービスも

大幅に低下するようでは、保護

者は納得できません。特別保育のうち、延長保育や一時

保育等々も改善されること。民間には配置されていない

看護師の配置問題など、検討事項は多岐にわたってい

ます。松戸版「教育改革」の失敗例を参考にしながら、行

政は情報公開と説明責任をしっかり果たしていくべきで

す。市民は、今後の顛末をしっかり監視していきましょう。 

 

 

 

 

6 月議会の最終日、3 月議会で

継続審議となっていた「『容器包装「『容器包装「『容器包装「『容器包装

リサイクル法の見直しを求める意見リサイクル法の見直しを求める意見リサイクル法の見直しを求める意見リサイクル法の見直しを求める意見

書』提出を求めることに関する陳書』提出を求めることに関する陳書』提出を求めることに関する陳書』提出を求めることに関する陳

情」が、保守系と公明党議員の反情」が、保守系と公明党議員の反情」が、保守系と公明党議員の反情」が、保守系と公明党議員の反

対で不採択となりました。対で不採択となりました。対で不採択となりました。対で不採択となりました。 

この陳情は、全国でゴミ問題に取

り組んでいる市民団体や生協、労

働組合などが参加した「容器包装リサイクル法の改正を

求める全国ネットワーク」が、全国一斉に取り組んだ活動

です。この容リ法によると、リサイクル費用のうち、収集・この容リ法によると、リサイクル費用のうち、収集・この容リ法によると、リサイクル費用のうち、収集・この容リ法によると、リサイクル費用のうち、収集・

運搬・保管等の費用のうち運搬・保管等の費用のうち運搬・保管等の費用のうち運搬・保管等の費用のうち 7777 割が市割が市割が市割が市町村の負担で、事業町村の負担で、事業町村の負担で、事業町村の負担で、事業

者負担は者負担は者負担は者負担は 3333 割に過ぎません。自治体の負担が多くて、ど割に過ぎません。自治体の負担が多くて、ど割に過ぎません。自治体の負担が多くて、ど割に過ぎません。自治体の負担が多くて、ど

の自治体でも悲鳴を上げている状況です。の自治体でも悲鳴を上げている状況です。の自治体でも悲鳴を上げている状況です。の自治体でも悲鳴を上げている状況です。この法ができ

た際、10 年間で見直しをはかることになっています。 

3月議会では、担当の教育経済常任委員会で審議し、

陳情の要請項目の1つ「容器包装リサイクル法を改正し、

収集・分別・保管の費用を製品の価格に含めること」が問

題になり、継続審議となっていました。6 月議会でも、妥

当な表現でないからとの理由から、本会議で不採択にさ

れました。同じ陳情文でも市川市では採択されています。

千葉県内では、八街市、富里市と松戸市千葉県内では、八街市、富里市と松戸市千葉県内では、八街市、富里市と松戸市千葉県内では、八街市、富里市と松戸市が不採択。他が不採択。他が不採択。他が不採択。他

のののの19191919議会では採択されています。東葛地域では、ほとん議会では採択されています。東葛地域では、ほとん議会では採択されています。東葛地域では、ほとん議会では採択されています。東葛地域では、ほとん

どが採択されています。どが採択されています。どが採択されています。どが採択されています。陳情で要請した趣旨をあえて曲

げ、反対をしたのです。ゴミ問題を真剣に考え、ゴミゼロ

社会・循環型社会をめざそうとしていない証拠ではない

でしょうか。情けない市議会を変えるのも市民の力です。

 

情けない松戸市議会 
なぜ不採択にしたのか？ 

充実した子育て支援を！充実した子育て支援を！充実した子育て支援を！充実した子育て支援を！    



 

 

今参議院選は、小泉政権 3 年余の評価、とりわけ年金法やイラクへの自衛隊派兵と多国籍軍参加問題が大きな焦点

となりました。選挙結果は、政権与党が 60（自民党４９，公明党11）、野党が 61（民主党 50、共産党４，社民党 2、無所属

5）で、与党の敗北となりました。ウソとごまかしで強行採決した年金法案に対する厳しい批判が、与党に大きな風圧とな

っています。今後、年金法を廃案に！自衛隊の撤退！を強く求めていきましょう。 

今参議院選に、日本で始めての環境政党「みどりの会議」は環境政党「みどりの会議」は環境政党「みどりの会議」は環境政党「みどりの会議」は、全国比例に 10 名を立てて闘いましたが、903775903775903775903775 票票票票で、

惜しくも議席を獲得できませんでした。この松戸でも勝手連「みどりと平和の応援団・まつど」勝手連「みどりと平和の応援団・まつど」勝手連「みどりと平和の応援団・まつど」勝手連「みどりと平和の応援団・まつど」を発足させ、懸命な選挙応

援を行いました。市民の中に、環境が悪化し、私たちの子孫に美しい環境をバトンタッチできないとの危機感が拡大され

る中で、支援の輪は大きくなりました。今回の敗北から学び、自治体から環境政策の充実を求める活動を強化しながら、

次回に再挑戦をしたいと思います。ご支持をいただいたみなさんに感謝します。 

 
 

7 月 4 日（日）、WORLD PEACE NOW（WAN）が、渋谷・宮下公園で「多

国籍軍は違憲・違法だ！VOTE for PEACE7．4 渋谷－平和のための投票

で自衛隊撤退の実現を」と集会とピースパレードを 1200 名の参加で開催し

ました。ところが、渋谷署は、このパレードで不当にも 3 人の市民を逮捕しま

した。従来と違った異常な警備・弾圧態勢をつくっての不当逮捕です。不

当逮捕に抗議し、自衛隊の多国籍軍参加をすぐ止め、即時撤退の声をさら

に大きくしていきましょう！ 

 
●●●●    第第第第 11111111 回住民塾回住民塾回住民塾回住民塾    

 世界的にも水問題は深刻化しています。安全な水が確保できていると言

われる日本での水事情・ウオータービジネスを考えます。 

▼ 日時／日時／日時／日時／8888 月月月月 21212121 日（土）日（土）日（土）日（土）PM2:00PM2:00PM2:00PM2:00～～～～PM5:00PM5:00PM5:00PM5:00    

▼▼▼▼    会場／松戸住民ひろば（℡会場／松戸住民ひろば（℡会場／松戸住民ひろば（℡会場／松戸住民ひろば（℡349349349349－－－－2132213221322132））））                ▼▼▼▼    ゲスト／佐藤ゲスト／佐藤ゲスト／佐藤ゲスト／佐藤    実さん（水の現場で働く）実さん（水の現場で働く）実さん（水の現場で働く）実さん（水の現場で働く）    

 
●●●●    虹と緑の虹と緑の虹と緑の虹と緑の 500500500500 人リスト運動人リスト運動人リスト運動人リスト運動    

関東ブロック政策研究会関東ブロック政策研究会関東ブロック政策研究会関東ブロック政策研究会    
吉野も参加している議員と市民の政策ネットワークです。 

▼ 日時／日時／日時／日時／8888 月月月月 7777 日（土）日（土）日（土）日（土）PM1:00PM1:00PM1:00PM1:00～～～～PM5:00PM5:00PM5:00PM5:00                                            

▼▼▼▼    会場／松戸市民会館会場／松戸市民会館会場／松戸市民会館会場／松戸市民会館 101101101101 号室号室号室号室        

                                    （℡（℡（℡（℡047047047047－－－－368368368368－－－－1237123712371237））））    

▼▼▼▼    ゲストゲストゲストゲスト            

・松田敏子さん・松田敏子さん・松田敏子さん・松田敏子さん（千葉県立衛生短大非常勤講師、 

男女参画社会の実現に向けて）    

・・・・武藤博巳さん武藤博巳さん武藤博巳さん武藤博巳さん（法政大学教授、自治体を変える入札改） 

 

●●●●[GAMA[GAMA[GAMA[GAMA----月桃の花月桃の花月桃の花月桃の花]]]]と海勢頭豊コンサートと海勢頭豊コンサートと海勢頭豊コンサートと海勢頭豊コンサート    

▼ 日時／日時／日時／日時／9999 月月月月 20202020 日（月）日（月）日（月）日（月）PM1PM1PM1PM1：：：：30303030～～～～PM5:00PM5:00PM5:00PM5:00    

▼▼▼▼    会場／松戸市民会館ホール会場／松戸市民会館ホール会場／松戸市民会館ホール会場／松戸市民会館ホール    

▼▼▼▼    協力券／大人協力券／大人協力券／大人協力券／大人 2000200020002000 円、小中高円、小中高円、小中高円、小中高 1111000000000000 円（各前売り）円（各前売り）円（各前売り）円（各前売り）    

▼▼▼▼    主催／沖縄映画「ガマ月桃の花」とコンサート主催／沖縄映画「ガマ月桃の花」とコンサート主催／沖縄映画「ガマ月桃の花」とコンサート主催／沖縄映画「ガマ月桃の花」とコンサート    

実行委員会（℡実行委員会（℡実行委員会（℡実行委員会（℡ 387 387 387 387－－－－5724572457245724））））    

●●●●    朝鮮問題第朝鮮問題第朝鮮問題第朝鮮問題第 4444 回連続講座回連続講座回連続講座回連続講座    

 早期の国交回復実現に向け、明治時代から太平洋戦

争終了までの朝鮮と日本の関係・朝鮮史を学びます。 

▼ 日時／日時／日時／日時／9999 月月月月 11111111 日（土）日（土）日（土）日（土）PM1PM1PM1PM1：：：：30303030～～～～4444：：：：30303030    

▼▼▼▼    会場／松戸住民ひろば会場／松戸住民ひろば会場／松戸住民ひろば会場／松戸住民ひろば    

▼▼▼▼    ゲスト／朝鮮大学校の教務部ゲスト／朝鮮大学校の教務部ゲスト／朝鮮大学校の教務部ゲスト／朝鮮大学校の教務部    

助手・李助手・李助手・李助手・李    柄輝（リ・ビョン・フィ）さん柄輝（リ・ビョン・フィ）さん柄輝（リ・ビョン・フィ）さん柄輝（リ・ビョン・フィ）さん    

    

●●●●    秩父事件秩父事件秩父事件秩父事件 120120120120 周年記念映画周年記念映画周年記念映画周年記念映画    
                        「草の乱」松戸上映「草の乱」松戸上映「草の乱」松戸上映「草の乱」松戸上映 

▼日時／日時／日時／日時／11111111 月月月月 7777 日（日）上映日（日）上映日（日）上映日（日）上映 3333 回回回回    

▼会場／松戸市民会館ホール▼会場／松戸市民会館ホール▼会場／松戸市民会館ホール▼会場／松戸市民会館ホール    

▼▼▼▼協力券／一般・高・大協力券／一般・高・大協力券／一般・高・大協力券／一般・高・大 1300130013001300 円、シニア・小・中円、シニア・小・中円、シニア・小・中円、シニア・小・中 1000100010001000 円円円円    

▼主催／「草の乱」松戸上映実行委員会▼主催／「草の乱」松戸上映実行委員会▼主催／「草の乱」松戸上映実行委員会▼主催／「草の乱」松戸上映実行委員会    

                                                                                （℡（℡（℡（℡ 388 388 388 388－－－－0632063206320632））））

7.4 WORLD PEACE NOW7.4 WORLD PEACE NOW7.4 WORLD PEACE NOW7.4 WORLD PEACE NOW  


