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の基本計画が動き出していること等を理由に、10名の委
員中1名を除き不採択としました。
　さらに、議案9号として、3月定例会で否決された紙敷
区画整理事業地内の65街区の購入提案（5億円の債務負
担行為をもとめる）の審議もされましたが、基本計画が提
案されたことを重視して、否決から一転賛成に転換しまし
た。
　6月26日に開催された本会議最終日でも、この結論は
変わらず、多数の議員が市長の強引な新病院建設の軍門に
屈したのです。市民の声に耳を傾け、3月定例会に続いて
意思決定機関の機能が作動するかと期待しましたが、また
旧来の松戸市議会に逆戻りです。

■あきらめない！　市民参加の
病院建設へ！
　松戸市立病院問題を考える市民の会では、6月18日、
審議されない陳情に替わって、具体的な提案をした陳情を
議長に再提出しました。1.病院の現状把握と新病院の建
設を巡る議会の考え方、行政とのやり取りを『議会だより』
号外（病院特集号）を発行し、市民に周知すること。2.市
民参加の病院づくりのために、市民からの意見・提案を聞
く会を、早期に市民センター毎に開催すること、の2点で
す。公立病院が危機的な時だけに、行政や議会だけに任せ
ず、今後も市民が監視・提案していくことが重要です。

■なぜ、陳情３件を審議しなかっ
たのか？
　松戸市議会6月定例会に、市立病院移転関係の陳情が5
件提出されました。1000人の会も参加して取り組んだ「松
戸市立病院問題を考える市民の会」の署名は、陳情5号（情
報公開と市民参加の病院建設を求める。渡辺一夫さん他
3,190名）でした。5件の陳情の特徴は、市民の関心が高く、
北松戸商店会や上本郷地域の町会を始め、多くの町会・自
治会が取り組んだことで、5件の陳情で4,941筆が提出さ
れました。
　ところが、6月９日に開催された議会運営委員会では、
激論の末「委員会や議会質問などは傍聴や議事録などで全
て公開しており、議会としての説明責任は果たしている」
と情報公開と市民参加の病院建設を求めた陳情2号、5号、
8号は賛否の対象外と、議会に付託することを拒否。「一
時凍結」「移転反対」を求めた陳情4号、9号だけが付託
されました。
　情報公開と市民参加の病院づくりを求めたことは、市民
の関心が高いにもかかわらず、議会からも行政からも正確
な情報が少なすぎ、赤字経営が続く病院の現状も、新病院
建設を巡る状況も正確に判断できなかったからに他なりま
せん。議会は、従来の請願・陳情の賛否を問うだけの判断
にしがみつき、市民からの大切な問題提起を否定したので
す。

■移転凍結求める陳情なども不
採択に
　6月22日（月）午後1時から開催された病院建設検討
特別委員会には、上本郷の住民ら50人ほどが傍聴されま
した。陳情4号と9号が審議され、地元住民や市民に対
する説明が不足していること。新病院建設の内容・方向性
が不十分であること等々の問題点はあるが、新病院の有力
な候補地として東松戸の用地購入を認めたこと。病院建設

市民参加の市立病院建設を求めて

上
本
郷
の
市
立
病
院

mailto:shinji-1000party@msj.biglobe.ne.jp
http://www5b.biglobe.ne.jp/~matsudo/


2

　旧新松戸北小跡の有効利用を考える会（以下「考
える会」）が活動を始めてから今年７月で３年になり
ます。06 年 9 月に第 1 回懇談会を開き、07 年 4 ～
5 月に実施した『住民アンケート』（1万枚配布、回
収 1,157 枚）を基に、旧新松戸北小（以下旧北小）
跡近隣住民の積極的な参加もあり、現在までに 16 回
の懇談会を重ねてきました。
　この間一貫して「売却しない」「住民に情報公開を
すること」「住民が参加した跡地検討委員会の開催を」
の 3点を川井市長に要請してきました。
　07 年 12 月には市議会に「学校跡地検討協議会」
も設置され、「売却には反対」の議員が多数とか。し
かし、その後これといった進展も見られず、新年度
予算で 500 万円の調査費、45 万円の市民会議費が
計上されています。

■旧北小を総合的な福祉施設に
　09 年に入り、新松戸北中（以下北中）の廃校を目
前に、考える会では旧北小、北中 2校の有効利用を
視野に入れた新松戸の総合的なまちづくりの運動を進
めだしました。①旧北小、北中の建物、敷地は売却し
ないで貴重な公有財産として残す。②旧北小跡は総合
的な福祉施設、北中跡は総合的な文化施設として有効
利用する。この 2点を目標に、より具体的な話合い
を持つことになりました。
　そのために、第 15 回懇談会（4 月 29 日）では、
旧北小跡を総合的な福祉施設の拠点とするために、子
育て、学童保育、介護関係等の市民団体・市民に参加
していただき話合いを持ちました。新松戸地域には、
児童館や子ども館もなく、子どもの居場所が不足して
いること。地域包括支援センターもなく、介護保険制
度の見直しによって、要支援から漏れてしまった高齢
者のケアーの場所もない等々、それぞれの立場からの
貴重な声が出されました。また、野球やサッカー、ソ
フトボール等、運動場を使用している保護者からは、
健全な子どもの成長を願ってスポーツ活動を支援して
いるが、運動場を奪うようなことはして欲しくない、
との切実な声も出されました。

■旧北中を総合的な文化施設に
　第 16 回懇談会（5月 23 日）では、旧北中跡を総
合的な文化施設として活用するにはどうしたらよい
のかを中心に話し合いが持たれました。
　実際に市民センターを使用して、会場が取れない
で困っている団体・市民、音楽活動をしていても練
習場が不足していることを実感している人、長年に
わたって図書館運動に携わっている人等々が参加さ
れました。
　アンケート結果にもありましたが、市民が利用で
きる公的な場が人口に対して少なすぎること。いつ
もくじ引きで会場取りに苦労されている声が圧倒的
でした。図書館運動をしている人からは、新松戸図
書館の利用実態が出され、利用状況（予約率）では
松戸の本館よりも多いこと。館長もいないし、集会
室もない。図書館の理念も構想もない。今後は、生
涯学習を網羅するような図書館が欲しいとの提案も
されました。
　このように 2回の懇談会には、福祉系や文化系の
市民団体や個人、スポーツ団体の保護者など多彩の
市民が参加・交流されました。学校跡地は、松戸市
の財産として残していくことが重要であり、多額の
費用をかけなくても市民の工夫と英知が生かされた
市民の居場所として生まれ変わることが可能である
との実感を強くしています。。

　　　　旧新松戸北小跡の有効利用を考える会
　　　　　　　　　　　　　　　　今川和子

新松戸の２つの学校跡地の有効活用を！
＜市民 ・住民運動の現場から＞

「売却しない」「住民に情報公開をすること」「住
民が参加した跡地検討委員会の開催を」を求めて
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　去る６月7日、五香公会堂に於いて「五香に児童
館をつくる会」の設立総会と記念講演会が開催され
ました。
　地元の町会関係者や地域住民、民生・児童委員お
よび子育て支援市民団体の関係者ら 31名が参加さ
れ、会の設立趣意書・会則および当初の事業計画・
予算・役員等が全会一致で承認されました。
　この後、千葉大園芸学部大学院・木下勇教授の記
念講演「こどもにやさしいまちづくり ～こどもに
やさしいまちは全てにやさしい」がおこなわれ、先
生の熱弁と参加者の積極的な発言もあり、実りある
総会となりました。

●一市民の熱い想いで住民が
動き出す
　「五香に児童館をつくる会」の設立の発端は、五
香在住の弓削俊雄氏の、「母が遺してくれた土地・
家屋を、子どもたちのために活用したい」という想
いからでした。この想いを受けて昨年 6月、「児童
館ネット」の呼びかけで懇談会が開かれましたが、
そこでこの会の設立準備会が発足しました。
　この土地は約1000㎡あり、五香市民センターに
隣接しており、平屋の家作が４棟建っていますが、
将来、児童館を建設するには最高の立地条件を持っ
ています。

　その後、11月にこの敷地内でイベント「子どもの
広場・五香」を開催する準備を進めるなかで協賛者を
募り、定例会を開いて話し合いを重ねて「児童館づく
り」のイメージを共有しながら、組織体制づくりに取
り組んできました。この活動を通じて私たちは、地域
には多くの優れた人材が存在していることを知りまし
た。

●市民団体と町会などの住民
団体の協働事業で
　この会は他の市民団体と違って、市民活動団体と地

域の町会などの住民組織・団体の人々との協働の体制

が創られたことが、大きな特徴だと言えます。この地

域は高齢化が進んでいる地区ですが近年、新しい戸建

住宅やマンションが建ち、幼児や児童が増え始めてい

る地域でもあります。

　当面は、ここの空き家２棟と広場を活用して、子ど

ものための様々な行事を企画・開催し、また施設の貸

し出しを行いながら、地域に児童館づくりの輪を広め

る活動を進めて行くことになりました。しかし、この

事業は行政および民間企業の支援と共に地域住民の協

力なくしては達成できません。これからの最大の課題

は、建設資金の問題だと実感しています。

　　　　　　五香に児童館をつくる会　吉原久喜

「五香に児童館をつくる会」がスタート！
＜市民 ・住民運動の現場から＞

民間版の児童館づくりをめざして
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　松戸市政を変える市民運動の先頭に立つ、私たち
の仲間・佐藤みのるさんの人となりを、市民の皆さ
んに知ってもらうためのパンフレット作りが進んで
います。7月に刊行の予定。
　佐藤みのるさんは、岩手県岩手町出身。大工を父
として、1953 年、兄弟・姉妹 9人の末っ子として
生まれた、55 歳。岩手の寒村で、大家族の一員と
して育った佐藤さんは、世の荒波に揉まれ、苦労に
正面から立ち向かって育ってきています。新聞販売
店に住み込みで働きながら高校に学び、学資、生活
費を稼ぎながら、理工系の大学夜間部を卒業しまし
た。この苦労が、佐藤さんの芯の強さを培っていま
す。

●環境問題のスペシャリスト
　大学卒業後、産業機械、食品機械の設計施工業
務に腕をふるい、1998 年テスコ株式会社に入社し
､2009年 4月まで北千葉浄水場事業所所長として、
市民に安全な水を供給するため四六時中緊張した
日々を送ってきました。
　自然派の佐藤さんは、環境問題のスペシャリス
ト。1996 年から、環境・自然・みどりをテーマに
した市民活動に参加。98 年からは私たち「1000
人の会」にも参加しています。理工コンプレックス、
電気音痴だらけの私たちにとっては、頼りになる
アドバイザーです。理論と技術に裏付けされた環
境スペシャリストは、珍しい存在でしょう。
　佐藤さんがこのまち、松戸に移り住んで 34 年。
２人の子供も松戸の保育所でお世話になっていま
す。佐藤さんは、このまちを永住の地にしたいと

いう。

●芯が強く、誠実な人
　パンフレットでは、こうした佐藤さんの生い立ち
と今日までの歩み、人柄などがつづられています。
さらに、佐藤さん自身のこのまちを変えるための抱
負、「1000 人の会」の松戸市政に対する基本政策が
付けられています。
　さらに、資料的にも価値のある貴重な写真が掲載
され、悩む青年佐藤さんが、「青い鳥」を求めてヨー
ロッパへ放浪の旅に出たエピソードも紹介されてい
ます。佐藤さんを飾ることなく、誇張もなく伝える
ことを目的に、パンフレットは編集しましたが、ど
こまで「佐藤みのる」の実像に迫ることに成功した
でしょうか。
　芯の強い人、他人にやさしく自分には厳しい誠実
な人柄―この佐藤さんの姿が、パンフレットを手に
する人に理解されればよいのですが、さてどう評価
されるでしょうか。一人でも多くの人に佐藤さんを
知ってもらうことに、このパンフレットが役に立つ
ことを願っています。
　　『佐藤みのる・物語』制作責任者　西村祐紘
　

「佐藤みのる・物語」７月にお目見え！
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●麻生首相は、世界中から笑いものに
　6月 10 日、麻生首相は 2020 年の温暖化ガス削
減目標を 2005 年基準で 15％を表明しました。こ
の数値目標は、世界中の関係者や国民に驚きと大き
な失望を与えました。京都議定書の基準年ルールを
1990 年比で 13.4% 増（12 億百万ﾄﾝ）を 2005 年
に変更したことや 90 年比にすると 2020 年に 8%
削減の数値は、国連機関 IPCCの 2020年に 90年比
25～ 40％の削減幅が必要とされる科学的な要請に
まったく答えていないからです。
　日本には、地球温暖化の問題を何とかしたいと考
えている人がたくさんいます。たとえば、マイバッ
クやマイ箸を持つ人、家庭やオフィスでこまめな省
エネに取り組む人。市民共同発電所が増え、エコビ
ジネスも広がりをもっています。これほど多くの人
が行動しているのに、日本の二酸化炭素の排出はい
まも増え続けています。京都議定書ができて11年、
昨年から削減の約束を守るべき年に入ったのに日本
の目標マイナス６％までのギャップは13.7%にも広
がっています。この要因は、これまで日本の政府が
CO2を削減するための社会の「しくみ」を作ってこ
なかったからです。ただやる気のある人だけによる
自主的な努力にとどまっていたのです。

●情けない議員の認識、不採択に
　今のような状態が続くことは、誰にとっても望ま
しいことではありません。日本を持続可能で、温室
効果ガスの排出の少ない社会へ変えること。一人ひ
とりにできるエコ活動に真剣に取り組んでいくこと
は大切です。しかし、持続可能な日本社会をつくる
ためには、それだけでは足りないし、また、間に合
わないのが、今の温暖化問題です。
　このような現状を変えるためには、地域レベルだ
けで頑張っても限界があります。全国の地方議会レ
ベルから国への意見書を提出ことが大切だと実感し
ていています。そのために、松戸市議会6月定例会
に「気候保護法」制定のため、市議会に国へ意見書

提出を求める陳情提出をおこないました。
　6月 23日、6月定例会・教育経済常任委員会が開
催されました。陳情提出者として陳情の趣旨説明を
緊張しながら 3分ほどでおこなった後に、審議され
ました。傍聴者の一人として感じたことは、地球温
暖化問題を政党間の駆け引きの材料として捕らえ、
COP15の国際交渉の成り行きをみて検討する必要が
ある等の意見には見識を疑いました。しかし、現状
の政治の縮図がここにあるようにも感じました。1
時間程の審議の結果、採決に賛成の議員が 12名中
3名で不採択とされました。この結果は、大きな責
任を先送りされたとの思いが傍聴者された市民の共
通した認識ではなかったかと思います。
　　　　　　　1000 人の会政策担当　佐藤みのる
　

「気候保護法」制定のために
市議会に国への意見書提出を求め陳情



●２回のメールに大きな反響が！ 
　私は、知事選開票日の翌日（3月 30 日）に次ぎの
メールを多くの方々に発信しています。
　「森田健作氏（本名：鈴木栄治）は県民の政党不信
を利用して『無所属』で立候補しました。思惑通り、
圧倒的多数の無党派層の支持を得て高得票で千葉県知
事に当選しました。しかし、東京都選挙管理委員会に
届け出てある政治団体の収支報告書には『自民党東京
都衆議院選挙区第二支部の代表』であり、現在も公党
の『自民党の支部長』であり、決して『無所属』では
ないことが判明しました。公職選挙法 235 条では『虚
偽事項の公表罪』で、2年以下の禁固又は 30万以下
の罰金刑が規定されています。法的にも社会通念上も、
このような虚偽の事実で当選した人を千葉県知事にす
ることは県民として許せません。鈴木栄治氏（通称：
森田健作）の当選は無効だ！」
　さらに 4月 1日には「公職選挙法 235 条に違反し
た事件として、学歴詐称で、1992 年の新間正次氏（参
議院愛知選挙）及び 2004 年の古賀潤一郎氏（衆議院
福岡選挙）や 2007 年の経歴詐称の森学氏（世田谷区
議会選挙）が思い起こされます。司法判断では、最
高裁判決で失職（新間）、起訴猶予（古賀）、不起訴
（森）でしたが、古賀、森は判決前に議員辞職してい
ます。今回、森田健作氏が『自民党の支部長』という
ことを情報公開していたら、果たして 100 万票も支
持を受けたでしょうか？『完全無所属』というキャッ
チコピーに騙された無党派層は『オレオレ詐欺的』に
森田健作氏に投票したのです。森田健作氏は公職選挙
法 235 条の『当選を得又は得させる目的をもつて』悪
質に所属政党を秘匿し『完全無所属』を詐称したこと
になります。このような人が千葉県知事に就任したな
らば、『情報の秘匿、情報の加工』の県政になること
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は必至です。法的な追及と同時に民主主義の根幹で
ある情報公開・事実の公表について森田健作氏の政
治姿勢を県民運動として徹底的に追及しなければな
りません。」なるメールを発信したのです。
　2つのメールを発端に、怒りの声が千葉県民のみ
ならず全国からありました。それらの声に押される
ようにマスコミが追いかけてきました。県議会では、
私たちの会派「市民ネット・社民・無所属」の大野博美、
川本幸立、小宮清子の各県議と私が市民との連携を
おこない、「当選するためなら何でもあり」という森
田健作氏の騙しの手法をあばいてきました。
その後、4月 15日に千葉地方検察庁特別刑事部に公
職選挙法違反、政治資金規正法違反で
854 人の告発人を取りまとめて提出しました。通常
は事務官が受け取る告発状を今回は特別刑事部長が
直接受け取るという異例の状況で、地検の熱意が伝
わるものでした。

●違反だらけの事実が判明

　現在まで明らかになった点は、①自民党の幹部な
のに「完全無所属」という偽装表示、②自民党第 2
支部と森田健作政経懇話会の不透明な資金の流れ、
③外資会社ドン・キホーテからの違法献金問題、④
山崎派や甘利行革大臣からの寄付金４００万円の不
実記載、⑤個人所得にすべき講演会の収入を政治団
体の収入にした所得税法違反、⑥公立高校などの講
演料収入を政治団体の活動として処理した憲法 89
条や教育基本法違反、⑦知事として利権を持ってい
るパチンコ台に森田健作自身の肖像権を販売してい
る道義的責任、⑧剣道 2段は「自称」で、剣道に励
む青少年や剣道関係者を騙した行為、⑨選挙中は八
ッ場ダム問題は慎重に検討と言っていたのに、当選
した途端に「自分は、八ッ場ダムは必要と思っていた」
など公約違反や法律違反、道義的責任問題がゾロゾ
ロと疑噴出しています。社会的実験と称してアクア
ライン通行料 800 円も千葉県は 10 億円も負担する
のに、利益を最大に受ける神奈川県に事前の費用負
担の交渉もせず、結果的に神奈川県は一銭も負担し
ない政治オンチの事実。このような知事に県民は信
頼を寄せることは出来ません。
　私達は「ウソつき知事は許さない！」キャンペー
ン活動や知事の辞職を求める署名活動を継続します。
是非、皆さまのご協力をお願いします。
　　　　　柏市選出・県議会議員　吉川ひろし

千葉県民は、ウソつき知事を許さない！

駅頭での市民参加のシール貼り　ウソつきが断然多い
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●裁判員は「お飾り」
　国民の 8割が「反対」「参加したくない」という
声を完全に無視して裁判員制度が 5月 21 日スター
トしました。しかし、「裁判員制度はいらない！」
のうねりはいまも広がり続けいます。8月 3日の裁
判員裁判第一号を皮切りに、問題がいよいよこれか
ら具体的に噴出してくることが明らかです。反対運
動も新たなスタート地点に立ったというべきでしょ
う。
　「市民の司法参加」をうたい文句にしている裁判
員制度だが、実際にはまったくそのような仕組みに
はなっていません。例えば「公判前整理手続き」。
ここで裁判官、検察官、弁護士は争うべき証拠を整
理し、争点を決めます。これにより裁判官はどのよ
うな事件かのイメージを固め、裁判の進め方を考え
ます。そこへ、何も知らない裁判員が加わり、公判
に出席し、裁判官とともに評議し、判決を下すこと
になります。裁判官と裁判員の間には圧倒的な情報
の格差があります。しかも素人の裁判員がプロの裁
判官と一緒に有罪・無罪を決め、量刑まで決定する
のです。裁判員は裁判官の説得・誘導から自由でい
られるだろうか？市民参加ではなく、それを装うた
めの「お飾り」にすぎないと思います。

●刑罰で裁判員をがんじがらめ
　問題はそれだけではありません。さまざまな刑罰
が裁判員を待っています。例えば、正当な理由なく
裁判所からの呼び出しを断れば10万円以下の過料。
評議の秘密を漏らせば 50万円以下の罰金もしくは
6ヶ月以下の懲役。評議に疑問を持って途中で裁判
員を辞めたいと思ってもそれは許されません。国民
を勝手に

●立憲主義を完全否定
　「人を裁きたくない」という想いをもっている人
は少なくないはずです。しかし、裁判員制度は憲法
19 条で保障されたこの権利を否定しています。そ
ればかりか憲法の土台である立憲主義を完全に否定
しているのです。統治客体である国民を統治機構の
一部に組み込むことで権力の一翼を担わせるからで

す。国民をして国民を裁かせる治安立法としての裁
判員制度の一番の狙いはここにあるでしょう。
　裁判員制度は 3年後に見直しをすることを条件に
しています。しかし、裁判員経験者は守秘義務を負っ
ています。経験を交流することで制度をよりよいも
のとしていく手立てをあらかじめ封じられているの
です。やりながら手直しをしていけばいいなどとい
うのはまやかしです。
　平均 3～ 5日という拙速な裁判の末の誤判・冤罪
の責任をいったい誰が取るのか。裁判官が国民と一
緒に判決を下すというのは結局誰も責任をとらない
無責任体制と同じです。こんな制度はただちに廃止
するしかありません。
　永田研二（月間ミニコミ誌『たんぽぽ』編集部）

人権無視の裁判員制度は直ちに廃止を！
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政策研究＆イベント掲示板
●夏本番のピースサイクル（常磐線ルー
　ト）に参加を！
▼日時／7月 14日（火）と15日（水）の2日間
▼8つの自治体訪問／今年は14日に、初めての野田
　市役所訪問を皮切りに、流山市、柏市、松戸市。15
　日に我孫子市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市の自治体
　訪問（平和・人権・環境施策の充実を求める）と環
　境破壊と闘う住民運動との交流をめざします。
▼主催・連絡先／ピースサイクル千葉ネット
　参加希望者は、047-360-6064（吉野）まで。
●恒例の1000人の会暑気払い！
▼日時／7月 18日（土）午後6時から
▼会場／ほくとビル4Ｆ会議室
▼差し入れ大歓迎／例年のような楽しい語り、飲む
　場とします。
▼連絡先／参加希望者は、341-0126・今川まで
●活かせ9条松戸ネット学習会
▼日時／7月 19日（日）午後6時 15分から
▼会場／市民会館202号室
▼テーマと講師／「海賊対処法案」のいきつくとこ
　ろは～ソマリア自衛隊派兵と改憲　横田耕一さん
　（憲法学者）
▼主催・連絡先／活かせ9条松戸ネット　365-946
●第 2期自主講座「市民自治」～第5回
　講座
▼日時／7月 22日（水）午後7時から 9時
▼会場／中央学院大学6号館622号室他
　（JR我孫子駅北口よりスクールバスがあります）
▼受講料／1回毎・市民は1000円

希望する全ての子どもたちを学童保育所に
　　～松戸市の７０人問題とは～

▼テーマ／市民自治から見た市町村合併・政令指定都
　市・道州制
▼講師／主任講師は、前我孫子市長・福嶋浩彦さん　
▼主催・連絡先／自主講座「市民自治」世話人会
　047-360-60644（吉野）まで
●八ツ場ダム住民訴訟～千葉判決の勝利
　めざして7.25inきぼーる
▼日時／7月 25日（土）午後3時 45分から
▼会場／きぼーる13Ｆ会議室
▼基調講演／青山貞一さん「今なお土建・官僚国家、
　日本を変える市民の環境戦略！」
▼主催／八ツ場ダムをストップさせる千葉の会
　043-462-0933（入江）
▼参加費／500円
●第28回住民塾は、佐藤みのるさんを
　ゲストに！
　麻生政権は2020年までに90年比８％削減と、
　ＥＵなど30%をめざしている国々から厳しい
　批判を受けています。なぜ、経済界のいいなり
　になるのか？持続可能な社会をめざして
▼日時／8月 1日（土）午後2時から
▼会場／ほくとビル4Ｆ会議室
▼ゲスト／佐藤みのるさん
▼主催・連絡先／1000人の会
●出前講座　「平成の大合併と松戸市の
　将来を考える」
▼日時／8月 28日（金）午後6時 30分から
▼会場／ほくとビル4Ｆ会議室
▼テーマと報告者／東葛２市、葛南4市の政令指定
　都市研究会報告の経過とこれから　松戸市の担当者
▼主催／Ｅ市政を創る松戸市民の会　047-342-4359（西村）まで

　厚労省は学童保育所の大規模化対策として、71 人以
上の施設には分割を推進する施策をとっています。その
ため、2010 年度には 71 人以上の施設に対する自治体
への補助金を廃止し、適正規模化をはかるための予算を
確保しています。
　一方、松戸市では、5月 21 日の「松戸市放課後児童
クラブ法人連絡協議会」で、以下の主旨の覚書が合意さ
れました。① 1施設あたり、年度平均児童数を 70人以
下とする　② 1～ 3年生と障害児については 70人を超
えても入所できる　③ 70名を超えない場合は、施設の
状況を考慮して、特別支援児童、ひとり親家庭の児童・
保護者が身体的・物理的な問題により養育できない児童、
その他法人が必要と認めた児童は入所できる。。

●分割等の施設整備を！

　しかし、多くの施設は 40名定員のため、「入所できる」
とあっても実際はギューギュー詰めが予想されます。ま
た分割等については一切触れられていないので、このま
までは 70 名を超えた場合は、4年生以上は一律に入所

制限されることになってしまいます。
　子どもたちの成長は様々で、4年生ではまだひとり
で留守番させるのは不安という家庭もあります。現在、
学童保育所に通っている子どもたちや保護者は「来年、
ぼくは通えるのかな？」「我が子は辞めないといけない
の？」と不安に思っています。
　近隣の市ではすでに分割等の施策を進めているとこ
ろもあります。希望する全ての子どもたちが入所でき
るように、松戸市でも分割等の施設整備を進めていく
ことを望みます。

　　　　　　放課後児童クラブ指導員　竹内直実
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