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クトにもかかわらず、市民への情報公開も不十分、市民
参加の施策はまったくありません。松戸市が考える新病
院建設が妥当かどうか、市民には判断することできませ
ん。財政面（全国の市立病院の中で一番の赤字病院）で
も地理面（市内の中心ではなく、南部地域）でも、決定
過程でも問題点だらけです。

■１月中旬から１ヶ月の署名活
動にご協力を！
　懇談会では、新病院整備計画は危機的な財政状況の中
で、市の将来を大きく左右する重大問題であること。そ
れだけに市民に移転・新築の必要性の是非を住民投票で
問うことが情報公開と市民参加の面でも重要だとの確認
がされたところです。具体的な活動としては、1月 15
日から 1ヶ月間、住民投票が実施できる条例制定の請
求に向けた署名活動が始まります。請求には、有権者の
50 分の 1（約 8千人）以上の署名が必要です。人数分
の署名があれば、市長に条例制定の本請求を行い、議会
に諮られます。議会で過半数の賛同が得られれば住民投
票の実施となります。署名を取れる人（受任者）は、署
名スタート前に署名収集委任状を選管から受けた受任者
だけです。多くの方が、署名集めの受任者になっていた
だくことが、この署名活動を成功させる第一歩です。そ
のために 1000 人の会では住民投票を実現する会と共催
で 3地域で「新病院建設問題と署名活動」をテーマに説
明懇談会を開催します。ご参加ください（チラシ参照）。

■住民投票条例を求める行動が
スタート！
　12 月 13 日夜、明市民センター（上本郷）に 150 名
余の市民が集まり、松戸市が策定した「新病院整備基本
計画」の妥当性について住民投票で判断してもらおう
という懇談会が開催されました。呼びかけ団体は、市立
病院がある上本郷地域の町会や商店会会長などが中心と
なって 11月に発足した「新病院整備基本計画の賛否を
問う住民投票を実現する会」です。住民投票を呼びかけ
る市民運動は、松戸市では始めてのことです。

■新病院の建設計画に市民参加を！
　川井市長は、一昨年 11月末突如、新病院の用地を紙
敷区画整理事業地内の東松戸駅近くに建設することを新
病院建設の基本構想も基本計画もない中で提案し、12
月定例会では激論の中「有力な候補地」として用地取得
（約 11,000m2、22 億円）が承認されました。「まず用
地ありき」という問題あるスタートでした。さらに、基
本設計や実施計画も明らかにされない中で、来年度予算
に本体工事等が計上されるとのことです。2010 年度建
設工事着工、2012 年度に新病院竣工・開院をめざして
います。
　トータルで 250 億円から 260 億円もの巨大プロジェ

市立病院建設計画を問う住民投票を！
巨大プロジェクト・新病院建設は大丈夫？

　明けましておめでとうございます。昨年は、政権
交代や金融危機・大不況という政治的経済的な大変
動が起き、既存の秩序が解体され始めた年でした。
今年も、時代の大転換の中で精一杯の提言と行動を
追求したいと思います。ご指導・ご協力のほどよろ
しくお願いします。

1000 人の会第 13回総会
にご参加を！
▼日時／１月17日（日）午後１時から４時30分まで
▼会場／松戸市民会館301号室

http://www5b.biglobe.ne.jp/~matsudo/
mailto:shinji-1000party@msj.biglobe.ne.jp
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■前宮間市長の 「多数の住民の意思に反
して工事を推進しない」 と確約から 28年

　「けやき通り貫通反対運動」は、新松戸に住む住民
にとって忘れることのできない住民運動です。新松
戸のけやき通りは、その西端（7丁目）・神明掘と呼
ばれる準用河川の手前で止まっています。
　1982 年、松戸市はこの神明掘に橋を架け、けやき
通りを西に延長、流山街道まで貫通させる計画に着
手。五番街や周辺住民たちは、開通後に予想される
交通量の大幅増大・静かな住環境の悪化、交通事故
の危険性などを考え反対を表明。各地域で「けやき
通りの貫通に反対する会」がつくられ、活発な闘い
を展開。同年 9 月、1 万名近い貫通反対の署名を集
めて、宮間市長に手渡し、住民の切実な声を伝えた
ところ、宮間市長は、「多数の住民の意思に反して工
事を推進しない」と確約され今日に至っていました。

■川井市長が 「住民の連帯を分断して
までも架橋計画を強行しない」 と確約

　松戸市は流山市との分担で、この神明掘の護岸工
事（133 ｍ）を 2006 年度から 5年間をかけて実施中。
最終年の 2010 年度には、橋の計画部分を含む 28 ｍ
の工事を予定。神明掘の河川工事に伴って、けやき
通りに橋を架けるための架橋工事を計画しました。
　今年 6月、この架橋計画の説明会が新松戸西小学
校で開催。この説明会は、新松戸 7丁目にある 3つ
の住民組織の親睦団体「七五西懇談会」が呼びかけ
ています。さらに 11 月 15 日に 2回目の説明会が開
催され、参加した地元住民 400 名のほとんどが、河

川工事に伴う架橋工事や橋を架けることに反対を表
明されました。
　12 月定例会では、3名の議員がこの問題で質問し
ています。川井市長は、南流山・木地域の区画整理
事業が進むと、交通量が増加することになる。生活
道路に車が入ることを極力抑えるために、けやき通
りに橋を架けたい。また、神明掘の対岸に松戸市域
の一部があり、最近 20 世帯ほどが住み、この方々の
通行を確保したい。しかし、架橋計画については地
元での住民合意が大切なので、住民の連帯を分断し
てまで強行するわけにはいかないので、来年度予算
には計上しないと答弁されました。
　新たに発足された「美しい街とけやき通りを愛す
る会・五番街」は、住民説明会の経過を踏まえて、
架橋計画の中止を求める署名活動を実施し、戸数の
74％・1668 名の署名を集め、12 月 21 日に市長に
提出しています。税収が極端に落ち込む中で、架橋
計画に 2億 5 千万円も支出することの是非が問われ
ています。

■賛成 ・反対の立場から活発なまちづく
りの論議へ

　12 月 23 日、3 回目の説明会が 200 名ほどの住民
参加で開催されました。冒頭、松戸市の担当者が架
橋計画の必要性を 2回目に続いて説明。その後反対
の立場、賛成の立場から市の説明への質問・意見が
表明されました。
　質疑の中で明らかになったことは、来年度の架橋
計画は見送られましたが、河川工事に合わせて、こ
れまで説明してきた架橋計画を変更し、河川を全体
的に包む分厚い U字溝の設置で土台部分の工事に着
手することが明らかにされました。
　反対・賛成の討論では、どこに住まれているかの
違いで評価が分かれています。これまでの住民運動
では対立が激しくなり、行政の考え方で事業が進め
られていくケースがほとんどでした。しかし、今回
の架橋計画は、新松戸、とりわけ新松戸 7丁目のま
ちづくりのあり方が問われ、車社会、高齢化、景観
などの視点から論議を深め、住民合意を勝ち取るこ
とが求められています。今後も説明会は開催される
予定です。
　　　1000 人の会事務局長　　新松戸・五番街在住
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野信次　

住民合意のまちづくりへ！
新松戸・けやき通り架橋計画は中止を！

４００名が参加　橋はいらないと反対意見続出
１１月１５日の住民説明会
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常盤平さくら通りへの
葬儀場建設問題を問う

　10月 16 日 ( 金 )　夕方から常盤平地域活性隊の定
例会時に、メンバーの１人から常盤平三丁目のさく
ら通り沿い（へら竿のときわ跡地）へ葬儀場の建設
計画があるという報告がされました。信じがたい情
報でした。常盤平さくら通りは「日本の道百選」に
も選ばれ、みどり豊かな住環境地区として高く評価
され、松戸市を代表する地域で、さくら祭りには、
約 50万人の見物客が訪れる松戸市の観光の中心地と
なっているからです。

●「日本の道百選」のど真ん中に

　後日、市役所の担当部署に確認したところ、葬儀
場の建設計画があり、11月中に既設建物の解体が終
了。12月中に敷地内の整地、来年 1月中旬より建設
工事着手。6月頃に完成予定であることが判明しま
した。建築確認申請書は市役所の担当部署では確認
しておらず、民間の建築審査会社にでていると思わ
れるとの回答でした。担当部署の対応としては、建
築等に係わる紛争の予防及び調整に関する条例に基
づき、近隣住民と業者の話し合いの場を設けており、
10 月 4 日（日）　熊野神社の集会所で両者の話し合
いが持たれたことを聞きました。
　建設予定地はさくら祭りの中心となる場所で、敷
地面積約 1000 ㎡に地上２階建ての建物は通りのイ
メージを壊し、景観が守れなくなることは明らかで
す。計画している業者はゴルフ場・結婚式場・葬儀
場など多角的事業展開をしています。千葉・茨城・
福島県で葬儀場を 44 ヶ所運営し、松戸市内では 22
の葬儀場の内５ヶ所をすでに計画業者が運営してい
ます。

●「招かざる客」ならば、住民と
連携して対応できる条例作りを

　建設地内の 3丁目町内では、反対決議をし、建設
予定地の通りや近隣周辺に反対シンボルの「黄色ハ
ンカチ」がくくりつけられました。さらに 10 月 19
日より常盤平駅と西友前で反対の署名活動が開始さ
れ 11 月には計１万 2251 人分の反対署名が集まり、

要望書とともに川井市長に提出されました。
　開会中の松戸市議会 12月定例会にも「葬儀場の建
設に関する」陳情4件を提出しました。12月16日(水)
午前 10 時から都市整備常任委員会で 4件の陳情の審
議があり、その審議を傍聴しました。　
　陳情の趣旨説明は大変すばらしく、地域の愛着や
まちづくりの思いが十分に伝わりました。そして関連
する条例の不備や特定の建築物に対する指導要綱の制
定。法的規制の充実を求める意見書の提出など専門的・
建設的なものでした。
　しかし審議に入り、委員の質疑や行政の取り組み
姿勢などに多くの疑問を持ちました。委員が建設予定
地の現場を把握してない、町会費を高く徴収すればメ
リットがある、法的に問題がなければ止められない、
新松戸でも地域の反対があったが完成すると地域住民
が利用している等々、業者側と思えるような発言には、
驚きをかくせませんでした。
　また担当部長より社長と面談の折、社長が従業員の
家族を含め６千人の生活を守らなければと言われて、
納得したような説明にはあきれるばかりです。審議の
過程で市長が「招かざる客」と発言していましたが、
不十分な条例のために、招かざるを得なくなっている
ことをどう受け止めているのでしょうか。
　　　　　　　　1000 人の会政策担当・牧の原在住
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤みのる
　

常盤平駅より五香方面へ 500 ｍ地点で通りの左側
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　11 月 23 日午後、松戸市民会館で開かれた「『佐
藤みのる物語』発行の集い」は大成功。私たちの仲間・
佐藤みのるさんが颯爽とデビューを果たしました。
　梨本民子さん、渡辺一夫さんの司会で進められた
この集いで、参加した知人、友人およそ 75 人は、
佐藤みのるさんの人となりと考えを身近に知ること
ができました。

◆市民派議員が居なくなった議
会に必ず佐藤さんを！

　冒頭、1000 人の会を代表して今川和子さんが、
市民派市会議員を失ったこの 3年間の苦闘をのべ、
議席奪回への全力傾注の取り組みを呼びかけまし
た。制作スタッフの一員として参加した西村祐紘が、
物語発行の動機と経過を報告し、これを受けて、佐
藤みのるさんが参会者へのお礼と松戸市政改革に向
けての決意表明をしました。「一人ひとりとの新た
な出会いを大切に、一人ひとりの思いを行動に」と。

◆師の思いやり
　この集会には、２人のゲストが、佐藤みのるさん
のために特別参加。佐藤さんの仲間、自然エネルギー
推進市民フォーラム理事長の都築 建さんが、市民
サイドから自然エネルギーを推進することの重要性
を
説得的に提起されました。この集会の白眉は、佐藤
みのるさんの中学校時代の恩師、鈴木秀悦さん。鈴

木さんが教職について最初に出会ったのが中学校 1
年生の佐藤さんのクラス。佐藤さんが 3年生の時に
書かれた「45年前の作文」を披露し、中学時代の佐
藤さんについて語りました。市政改革に挑戦する佐
藤さんへの岩手訛りでの語りかけは、見事な演出で
した。大半の参加者が岩手訛りの言葉を理解できな
かったものの、佐藤さん夫妻にはその一言ひとこと
が胸に染み透ったことでしょう。氏は佐藤さんに、
宇宙飛行士ガガーリンの例を引きながら、「微笑み
とユーモアを大切に」の言葉を送りました。いつま
でたっても、師は師、教え子は教え子ですね。

◆さあ、いよいよ
　休憩後、佐藤さんの本領発揮。得意分野の自然・
環境問題で、パワーポイントを使って、地球温暖化
と気候変動の現状を説明し、加えて、松戸市の政策
を分析し今後の具体策を提起しました。
　集会のまとめは吉野信次さん。自らの経験を踏ま
えて佐藤さんとともに戦おうという訴えは心こもる
ものでした。
　こうして、『佐藤みのる物語』発行の集い、なご
やかに、盛大に終了しました。いよいよ 1年後が勝
負です。1000 人の会を代表して今川和子さんが訴
えた、松戸市議会に市民運動と連携した市民派議員
の議席奪還の戦いが始まりました。
　　　　『佐藤みのる物語』製作担当者　西村祐紘

『佐藤みのる物語』発行の集い、なごやかに、盛大に

『佐藤みのる物語』を
友人・知人に紹介下さい

　1000 人の会市議選プロジェクトが半年か
けて作成した佐藤みのるさんの個人史紹介と
1000 人の会の行政と議会改革の提案が掲載
されています。市政を変える行動に活用くだ
さい。頒価 300 円

初めの一歩、確かに
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佐藤みのるの政策提言

千葉でもアクション！　12 ･ 12
　「世界同日アクション」は Global Campaign for 
Climate Action (GCCA) が実施するプロジェクトで、
市民社会を動かして、地球を壊滅的な気候変動から
救うために変化と迅速な行動を支援するように世論
に訴えています。その呼びかけに日本でも「STOP温
暖化！世界同日アクション」実行委員会が結成され、
「原発に頼らない中期目標30％削減」をメインテー
マに全国の23の地域で同日アクションが行われまし
た。人文字等をつくり、つないだメッセージをWeb
でコペンハーゲンと日本政府に発信しました。

●原発に頼らないで中期目標
30％削減を！

　千葉では 9月より 12/12 千葉でのアクション実
行委員会を立ち上げ、「松戸駅周辺にぎやかし推進協
議会」と共催して、賛同人や賛同団体への呼びかけ、
県や市などに後援依頼を行いました。その結果、賛
同人は100人を超え、15の賛同団体が加わりました。
後援は千葉県・松戸市・千葉県地球温暖化防止活動
推進センター・松戸よみうり新聞社となりました。
　千葉でもアクション！では音楽ライブ 5グループ
と各賛同団体のアピールを組み合わせ午後１時から

ストップ
温暖化

松戸駅西口からＣＯＰ15に向けてメッセージ発信
4 時までの 3時間、通行人が足をとめて参加し大
いに盛り上がりました。
　開催当日は天候に恵まれました。千葉でもアク
ションは参加者からのメッセージをボードに貼り
付けてＴの部分を作りました。ＹＥＳ　ＴＯ　－
３０％！　ＮＯ　ＴＯ　ＮＵＫＥＳ
メッセージを寄せて頂いた方に、素敵な白くま缶
バッジをプレゼントしました。そのために用意し
た 340 個も終盤には底をついてしまいました。

●世界同日アクションに182ヶ
国、5200 ヶ所で行動が！

　STOP 温暖化！世界同日アクション実行委員会声
明（12月 21日）によると
▼市民社会からは COP15 に向けて、過去に類を見
ない規模のさまざまなキャンペーンが提起されま
した。12 月 12 日、デンマークでは公式発表 10
万人のデモがあった。また、「350.org」では 10
月 24 日の同日キャンペーンの世界 182 カ国・約
5200 箇所でのアピールや、会期中のビジル（キャ
ンドルライトによる祈りの会）、3000 以上のイベ
ントが紹介されている。
▼「公正で野心的、拘束力のある議定書を求める」
"I am Ready" オンライン署名には、世界各国から
1500 万人が参加、Seal the　Deal「コペンハーゲ
ンで決めよう」オンライン署名も行われた。
　日本でのMake The Rule キャンペーンの 12 月
12 日アクション、そして私たちが同時に展開し
た「STOP 温暖化・千葉でもアクション！」も、こ
れらの活動の一環となれたことを誇りに思います。
世界経済の利害関係に左右され続けた COP15 の結
果に失望していますが、だからこそ地域に根ざし
た市民団体の連携（地球レベルで考え、地域から
行動する）は重要なものとなります。 
　　　　　　　1000 人の会政策担当　佐藤みのる

１２・１２ストップ地球温暖化世界同時アクション
千葉アクションで発言する佐藤みのるさん



●「市民参加」とはほど遠い
裁判員裁判の実態
　裁判員裁判が始まって４ヶ月が過ぎた12月5日、

「裁判員制度はいらない！千葉集会」が開催されま

した。一般市民に知られることのない裁判の実態が

弁護士から報告されました。

　講師の高山俊吉弁護士（裁判員制度はいらない！

大運動の呼びかけ人）が最初に指摘したのは、裁判

が真理追求の場ではなく「刑事裁判ショー」である

という点。裁判員裁判は「見て、聞いて、わかる」

をうたい文句にしています。ところが、このことは

裁判を論争点の少ない「わかりやすい」ものにして

いる一方、裁判員を真理から遠ざけているという実

態です。また、「被害者に対する配慮」を理由に裁

判の公開性が失われているとの疑問を投げかけてい

ました。

●三審制の否定につながる
危険性
　つづいて立松彰弁護士が千葉県における裁判の実

情として次の点を報告しました。一つは休憩がやた
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ら多いこと。これは傍聴した多くの人から指摘さ

れています。「中間評議」が濫用されている疑いが

ある。つまり、最終的評議にいたるまでに「中間

評議」と称して裁判官による誘導が行なわれてい

るのではないかということです。

　また、ある裁判員の「裁判官にそもそもの定

義の話をしてもらい、刑法でいう強盗の定義が

理解できた」という事例を引き合いに、こうし

た専門的なことを裁判官が「実務ではこうなっ

ています」と説明すること自体、素人の裁判員

には反論の余地がなく、誘導になりかねないと

の指摘がされました。プロの裁判官からすれば

裁判員を説き伏せることなど赤子の手をひねる

ようなものです。

　裁判員制度を考える会・松戸の大西欣也弁護士

( 東葛総合法律事務所 ) は、裁判員制度が三審制の

否定につながる危険性について指摘しました。控

訴審が裁判員の参加する一審を否定すると「市民

参加」の裁判員制度自体の意味が失われかねない

からです。

●国民の支持なく、実際の出席
率は 40％以下
　制度がスタートした今も裁判員制度は国民から

支持されていません。マスコミは「出席率 90％」

などという報道を繰り返しています。しかし、最

高裁が先頃発表した 8、9月分の結果は、14 事件

で 1310 人の候補者が選ばれ、実際に裁判所に足

を運んだ人は 549 人。当日辞退者 54 人。出席率

は 37・8％。辞退者への過料もない。制度は既に

破綻しています。権力と手を握った国民はその不

法に対してもモノが言えなくなります。この国民

統合こそ裁判員制度の狙いに他なりません。同時

に、憲法の土台である立憲主義を破壊することに

なります。こんな制度は廃止させるしかない。

　　　　　月刊ミニコミ誌『たんぽぽ』編集部
　　　　　　　　　　　　　　　　　永田研二

破綻の兆し見えた裁判員制度

やっぱり裁判員制度はいらない！　１２・５千葉集会



～こどもの遊び場を考える～

7

　11月 28日（土）、金ヶ作自然公園にて、今回で 7
回目となる「一日体験プレーパーク」が開かれまし
た。おかげさまで穏やかな天候にも恵まれ、公園に
は 270 名ほどの人が集いました。

●とにかく楽しいそうに遊ぶ子
どもたち
「普段できないことがたくさんできて楽しかった。」
という、子どもたちの声や、「近くに、こんなに楽し
いところがあったなんて知らなかった。」という参加
者の声などがたくさん聞かれました。
　そんな「一日体験プレーパーク活動」ですが、回
を重ねるごとに、“リピーターの数” や “近隣の協力
者の数” が増え、「子どもたちに森の中での遊び（外
遊び）の楽しさを知ってもらおう」「大人の人たちに、
子どもたちにとって自由に遊べる外遊びの場がどれ
ほど大切かを理解してもらおう」という 2つの目的
が、少しずつ達成されてきています。しかし、真に
目指すところはもう少し遠いところにあります。

●外遊びの楽しさ
　話は変りますが、流山にある、金ヶ作自然公園に
似た公園で、今年 7月ごろ、すずらんテープと、公
園管理者が切り落とした木々の枝を使って、2つほ
ど「秘密基地（？）」が登場しました。また、同じ公
園で、9月ごろ、やはり切り落とされた木々を使って、
公園の中の人通り少ない一本の道がバリケード封鎖
されていました。それを見て私は「近くの悪がきど

もの仕業だな」と思わずほくそえんでしまいまし
た。私の理想とする子どもたちの外遊びの姿がそ
こにありました。
　「一日体験プレーパーク」では、いくつかの遊
具を用意して、外遊びの楽しさを味わってもらっ
ていますが、そんな中で、外遊びの楽しさを知っ
た子どもたちが、自分たちの住むまちの中にある
公園や林などで、自由な発想で遊びを展開し始め
る。そして、その子どもたちのいたずら遊びを、
温かい目で見守る大人たちがどんどん増える。こ
れが、究極の目標です。

●子どもの遊び場を開放して
　「まつど　あそぼうよ」など、大人が管理する
「プレーパーク（冒険遊び場）」は、どう考えても、
そんなに場所や回数を増やすことはできません。
ですので「一日体験プレーパーク」や毎月の「あ
そぼうよ」活動の中で、そのよさや楽しさ、並びに、
その大切さ・必要性を知ってくれた方が、それぞ
れの住まい、近隣の場所のいくつかを、子どもた
ちの遊び場として開放してくれるようになること
を望んでいます。
「まつど　あそぼうよ」のＨＰ
（http://www.geocities.jp/arai0356/main01.html）
を確認されると、今回の「一日体験プレーパーク」
のようすが、コアラテレビにて紹介されているの
を見ることができます。
　　　　　　　まつど　あそぼうよ　岡戸秀夫

７回の１日体験プレーパークを踏まえて

ふかふかで良い香りがする木の葉のプール

手作りの遊具で遊ぶ子どもたち

http://www.geocities.jp/arai0356/main01.html
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政策研究＆イベント掲示板

●市立病院の建設問題を考え、住民
投票を実現するための懇談会
▼日時／1月9日（土）午後1時から3時30分
▼会場／常盤平市民センター和室
▼日時／1月11日（月）午後1時から3時30分
▼会場／新松戸7丁目・五番街和室
▼日時／1月13日（水）午後7時から9時
▼会場／松戸・ほくとビル4F会議室
▼主催／「新病院整備基本計画の賛否を問う住
民投票を実現する会」＆1000人の会
●1000人の会第13回総会
▼日時／1月17日（日）午後1時から4時30分
▼会場／松戸市民会館301号室
▼主催／市民自治をめざす 1000人の会
（047-360-6064　吉野）
● 郵政改革「公共サービス」のあり
方を考える民間版「公聴会」
▼日時／1月31日（日）午後1時から5時
▼会場／松戸・ほくとビル4F会議室
▼主催／郵政労働者ユニオン＆1000人の会
（090-4606－9634　吉野）
●ワークショップ・やっばり八ッ場ダム
はいらない！治水・利水面から考える
▼日時／2月13日（土）午後1時から4時
▼会場／松戸・ほくとビル4F会議室
▼講師／嶋津暉之さん　水問題専門家
▼主催／みどり千葉（080-5058-5584　柘植）
●第3回みどりと生きるまちづくり
フェスタ
▼日時／3月28日（日）午前10時から15時
▼会場／関さんの森、子どもひろば
▼主催／関さんの森エコミュージアム
（090-9365-9608　武笠）

まつどわれもこうの会の活動から
　いつかあなたも ‘ホームレス’ ！？　と言う呼びかけ
で集まったのがきっかけで、「まつどわれもこうの会」
は誕生しました。

●路上生活者への声かけから

　毎月一回の例会と、松戸駅周辺でパンフレットなどを
配りながら、路上で生活している人たちに声かけをして、
様々な悩みの相談にのったり、生活保護申請などのお手
伝いをしてきました。路上生活者の悩みの多くは、住所
が無いことです。住所が無いと、働きたいのになかなか
就職することが出来ません。路上生活が長引くと就職す
ることも困難になってしまいます。特に高齢の方々は、
仕事を見つけることは難しく路上生活から、なかなか抜
け出すことが出来ません。

●住所がないから生活保護は受
けられない？

　路上生活から抜け出す道の一つとして生活保護が有り
ますが、個々の抱える問題や生活保護申請で、住所が無
いという理由で断られたケースも多くありました。また、
行政の対応の悪さから不信感も強く、私たちの、住所が
無くても申請できますよと言う働きかけにもなかなか応
じてくれません。
　それでも、約一年半の活動で 3名の生活保護申請の付
き添いを行い、受給のお手伝いをすることが出来ました。
路上で生活している方々は、様々な悩みや問題を抱えて
います。これからも、いろいろなことを話し合える関係
づくりやつながりを大切にし、少しでもお手伝いができ
るような活動をして行きたいと思います。

●いつかあなたも‘ホームレ
ス’！？

　集まりから、一年半が過ぎ、色々なことがありました
が、正式名称を「まつどわれもこうの会」と決め、役員
も決まり、会則も作成でき、『われもこうの会ニュース』
創刊号の発行など活動も充実しきました。
　初めの頃は解らなかったことや見えていなかったこと
等も、少しずつ解って来た様な気がします。路上生活を
している方々が抱える問題の難しさや行政との関わり方
など課題も多く、またリストラや派遣切り、ネット難民
など、路上生活者を生み出す現代社会の課題も重く、い

つ誰が路上生活者になるかわかりません。いつかあな
たも ‘ホームレス’ ！？
　こうした問題を、われもこうの会で一緒に考えてみ
ませんか？
　　　　　　まつどわれもこうの会代表　大塚美昭

「路上生活者」 と共に考える
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