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熊谷市長三選果たす
共産党推薦の大野隆候補を大差で破る
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課題も山積している。と
かく行政は市民運動を煙
たがるが、熊谷市長を戴
く本市も例外ではない。
制度上、認可や許可を出
さなければならない場合
はあり、いかに住民の反
対があっても粛々と進め
なければならないことも
ある。これが関係者には
血の通ってない行政に感
じられるところである。
熊谷市長が初当選後最
初の議会答弁で、「結論
は変わらなくても途中の
説明過程を丁寧にするこ
とで納得感に大きな差が
出る」と発言している。

ル会社に約 億円を補て
んする方向で検討を進め
ている。
予定どおり延伸してい
ったら、一体どうなって
いたのだろうかと、空恐
ろしくなる浪費だ。

帳簿操作で偽装黒字
市に転嫁された軌道を
含む設備の維持費を盛り
込んでモノレール事業全
体の収支を見直すと、黒
字ではない。市は黒字化
したとは言っているが、
実態は大赤字だ。その上
この先巨額の支出が発生
することがはっきりして
いる。その実態を市民に
知らせるべきではないだ
ろうか。「黒字化した」と
発表すれば、ほとんどの
市民がそう信じるはずだ

37

市長選、史上第二位の低投票率

支持者に祝福を受ける熊谷俊人氏

５月 日投開票の千葉市長選挙で共産党が推薦する候補を大差で破り三
選を果たした熊谷市長。新たな任期中には東京オリンピックを迎えたり、海
辺の開発や、千葉駅建替え、ワンストップサービスの導入など、明るい話題
が多い中、千葉市本来の政策課題の中には解決に道筋がついていないものも
多い。初当選当時、 歳最年少政令市長も 歳となったが、 歳だった横浜
市長が引退したので最年少政令市長である。今後の課題を追ってみた。

8

熊谷市長、三期目の課題

日夜 時、開票がま
だ始まってもいないのに
熊谷選挙事務所に当確の
知らせが届いた。出口調
28

31

35
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査等で当選確実と見られ
ていたからであろう。
開票結果は予想通り、
熊谷俊人氏
票、大野隆氏
票
の大差で現職
の熊谷氏が当
選したが、投
票率は ・
％（前回 ・
％）で史上
第二位の低投
票率だった。
熊谷市政に
明るい話題が
多い。だが、
触れられない

15

施設の更新に２５０億円か

軌道を支える橋脚のさ
びはそのままになってい
るが、軌道の更新時期は
近づいてきている。
安全確保のために施設
の更新は欠かせないが、
駅舎を含む施設の更新の
ため、今後約 年間にお
よそ２２２億円の支出が
見込まれている。これは
全額市の負担だ。
モノレール会社が直接
負担する車両の更新時期
も迫っており、このまま
では会社の運営に重大な
影響が及ぶことから、今
後 年間に市はモノレー
10

千葉都市モノレール、隠された大赤字

熊谷市長が初当選後す
ぐに打ち出したモノレー
ルの青葉延伸凍結。これ
で、１７６億円の支出を
カットしたのは正解だっ
た。その後モノレール会
社は単年度黒字化しては
いるが、軌道部分を市に
移管し、モノレー
ル会社は市に軌
道の使用料を払
うこととし、軌道
の維持にかかる
その経費を市に
転嫁したことで
生み出された「偽
装黒字」といって
もいい。そのモノ
レール、新たに巨
額の支出が見込
まれている。
懸垂型では世界最長を誇る千葉都市モノレール

〒263-0043

INAGE-SHINBUN

6月号

この考え方を、思い出し
てほしいし、職員にも浸
透させる必要がある。
市と直接の利害がない
人々は人気だけで投票行
動を決めるが、困難を抱
えている人に思いを致し
てほしい。熊谷市長肝い
りで招へいした幹部職員
のうち、何名が今も在籍
しているのだろうか。失
敗を明らかにしない姿勢
はいただけない。
本年１月４日からスタ
ートした区役所の窓口改
革。転入転出の際の手続
が一つの窓口でできると
の触れ込みであったが、
一般の市民にはすこぶる
評判が悪い。とにかく待
ち時間が長くなった。市
民センターに行けば５分
かからないものが区役所
では１時間かかることも
ざらだからだ。
窓口を利用する市民の
立場に立ったことなく、
「ワンストップ」のいい
イメージだけで考えを進

し、モノレールの経営は
安定してきているのだと
誤解するのではないだろ
うか。市がモノレール会
社に資金援助しようと、
軌道を市に移管して維持
費を直接市が負担しよう
と、税金が使われること
に変わりはない。だまし
討ちの帳簿操作は、いた
だけない。

イベントの工夫も
モノレールの車両を使
ってのイベントが工夫さ
れている。中央公園のイ
ルミネーションを楽しむ
ため、上空で一時停止し
てみたり、車内でお酒を
楽しむ企画があったり、
集客や千葉市のモノレー
ルのアピールに腐心して
いる。

2

6
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年間郵送購読料3,000円
130,000部配布

市 民ガ イド
リフォーム無料相談会

無料▼
合 ▼参 加 費・ 5,500 円 ▼申 込 先 ℡ 会議室＊定員24名（予約制）
申し込み・6月7日まで電話等で、市
080-5004-4632（橋本 昇）
民活動支援センターTEL227-3081
フルートアンサンブル

RUBATO第7回演奏会 (結成10周年記
念)▼日時・7月9日(日)開演13時▼
会場・千葉市若葉文化ホール(モノ
レール千城台駅徒歩3分)＊全席自
由・入場無料☆プログラム・第一部
♪ソナタホ短調ヘンデル♪あし笛
の踊り/チャイコフスキー♪カノン
/パッフェルベル他◇指揮・指導:渡
部直子◇ピアノ多田聡子。第二部♪
千葉市美術館
「椿貞雄」-没後60年、師・劉生、
そ 特別演奏・フルート渡部直子・ソプ
して家族とともに-椿は1926年から ラノ高品綾乃・ピアノ多田聡子▼後
亡くなるまで船橋市に住み制作活 援・千葉市文化振興財団
動を続けた。
没後60年を迎え彼が暮 大正琴ふれあいコンサート
らした房総の地で開催される本展 ▼日時・7月2日(日)▼会場・真砂コ
では、本人の作品だけでなく、
彼の ミュニティセンター（入場無料）曲
画業の師、岸田劉生の作品、
それに 目・愛のロマンス♪千の風になって
次女の椿夏子の型絵染による作品 ♪潮来花嫁さん♪荒城の月他19曲
を紹介▼会期・6月7日(水)～7月30 ＊体験コーナー有り▼問い合わせ・
日(日)10時～18時(金・土曜は20時 043-279-8803（和田）
まで)＊休館日7月3日(月)▼観覧料 らっぱとたいこでコンサート
・一般1,200円(960円)大学生700円 らっぱのなかまだいしゅうごう▼
(540円)()内は団体料金▼問い合わ 日時・6月10日（土）
11時開演▼会場
せ・℡043-221-2311
・青葉の森公園芸術文化ホール＊

（有）
すまい工房おぬま主催▼日時
/6月17日（土）
午前10時～午後5時▼
会場/タカラスタンダード千葉支店
ショールーム（千葉市山王町333ー
3）※ご来場の方にデニッシュパン
をプレゼントします。▼入店無料・
お問い合わせ0120-811-606

放送大学千葉学習センター

公開講演会①
「免疫の仕組みと新興
感染症対策」
▼日時・6月11日(日)13
時30分～15時▼会場・放送大学附属
図書館3階AVホール(定員100名事前
申し込み制・6月6日まで受け付け)
＊入場無料▼講師・千葉大学長 徳
久剛史先生②
「戦争は人の心の中で
始まる」
▼日時7月1日(土)13時30分
～15時▼会場・放送大学大講義室
(申込み6月27日まで)▼講師・放送
大学客員准教授星薫先生▼問い合
わせ・放送大学千葉学習センター
TEL 043-298-4367

北総の自然と文化研究会
現地見学会 テーマ「津波災害」
場
所・旭市飯岡ユートピアセンター☆
東日本大震災後6年、次世代に語り
継ぐべき津波災害を改めて認識す
るために(募集人員20名) ▼日時・6
月14日(水)8時JR千葉駅(NTT前)集

今●
月●
の
●

人
●

千葉県舞踊の会

千葉県内で活躍している家元が集
まり門下生とともに踊る発表会で
す。ゲストに「宗山流胡蝶」
とレビ
ュー集団「イマニム」
達をお迎えし
ています。
又未来への提案としてア
ート着付けショーもお楽しみ下さ
い▼日時・6月24日(土)11時開演▼
会場・千葉市文化センター大ホール
▼連絡先・090-6152-3512(キヤマ)

長沼コミュニティセンター
絵本の読み聞かせと★わくわくリ
ズムあそび＊優しくて楽しい保育
士の先生がいろんな遊び方を教え
てくれます▼日時・6月12日(月)10
時30分～11時30分＊参加費無料（事
前℡申し込み）▼定員・親子10組▼
会場・長沼コミュニティセンター℡
257-6731 FAX257-6732

夏のムード歌謡晩餐会
オークラ千葉ホテル開業15周年記
念イベント。元戦隊ヒーロー俳優メ
ンバー中心のイケメンムード歌謡
グループ初登場！▼7月9日（日）受
付17：30/18：00開始。
歌謡ショー19：
30～お一人様15000円フリードリン
ク付（税・サ込）▼ご予約はオーク
ラ千葉ホテル・電話043-248-1122

入場料（全席指定）一般1,500円、
18
歳以下500円☆演奏・ゼクストブラ
スアンサンブル☆演奏予定曲・♪ト
ランペット吹きの休日♪ロンドン
デリーの歌♪宝島他▼問い合わせ・
TEL043-266-3511
ギャラリー古島
秩父三十四観音めぐり
「生田宏司 銅版画展」6月2日(金)
7月2日(日)から月1回(毎月第一日 ～6月11日(日)6/8休廊「夏のくらし
曜日)6ヶ月にて日帰り結願▼四街 涼・雅・粋展」
6月24日(土)～7月5日
道駅前・千葉駅NTT前・津田沼駅前・ (水)＊会期中無休▼お問い合わせ・
船橋天沼公園前経由、お一人\11, TEL 043-243-3313ギャラリー古 島
000(バス代、昼食代、拝観料、先達 （JR西千葉駅徒歩1分）
者・有料道路etc)申し込み…巡礼の 多田屋稲毛店6月のお話会
友若葉会本田080-3833-5840
（読み聞かせ会）
今月のお話会は6月

話し方・プレゼン講座

2日（第1金曜日）と6月16日（第3金
▼日時6月14日(水)「話し方編」
・28 曜日）11時になります。
なお7月の第
日(水)「プレゼン編」
いずれも13時 １回は7月7日となります。書籍、雑
30分～16時30分①「話し方編」は上 誌のご用命は多田屋稲毛店へ、Tポ
手な話し方の基本。②
「プレゼン編」 イントカードご利用になれます。
は効果的なプレゼンのコツを学ぶ 電話043-253-8145
▼会場・千葉市民活動支援センター

安心価格！雅の家族葬

家 族 葬

今年度、千葉市教育委員会・教育長に就任した
磯 野 和 美 さん 61歳

稲毛区にお住いの磯
野和美さんは千葉県出
身。相模工業大学（現・
湘南工科大学）工学部
を卒業。昭和53年千葉
県公立学校教員（教科
は技術科）として採用
され、千葉市立中学校
の教員として勤務された。平成17
年度から千葉市教育委員会学校
教育部指導課指導主事を務め、平
成19年度から市立緑町中学校教
頭、平成21年度から千葉市立磯辺
第二中学校校長を務めた。平成22
年度に学校教育部指導課主幹、平
成23年度に同指導課長、平成24年
度に学校教育部長を歴任。平成28
年4月から公益財団法人千葉市教
育振興財団常務理事に就任し、今
年4月に千葉市教育委員会教育長
に就任した。中学校教員として30
年間、教育委員会事務局で8年間
勤めた磯野さんは「第2次学校教
育推進計画で示す"夢と思いやり
の心を持ち、チャレンジする子ど
も"の育成に尽力したい。子ども
たちを中心に、地域や市民や教職
員の想いを受け止め、オール教育
委員会のリーダーとして様々な
施策に取組みたい」と語った。
小・中学校の学校現場では、い
じめや不登校などが問題になっ
ているが、不登校に関して千葉市
では、平成15年に朝日ケ丘小学校
内に適応指導教室「ライトポート
花見川」をオープンして以来、順
次「ライトポート」を開設し、今

年4月には千草台東小学
校に「ライトポート稲
毛」を新しく開設。各区
1カ所ずつ設置した。昨
年度のデータでは約15
％の子どもが完全復帰
を果たした。いじめに関
して磯野さんは「生徒指
導に関する研修を充実させて教職
員の力量を高め、スクールカウン
セラーやスクールソーシャルワー
カーなどの専門家の活用や外部関
係機関との連携が重要」
と話した。
障害を持つ子どもの教育では、
小・中学校の特別支援学級や特別
支援学校の取組みの一つに「長柄
げんきキャンプ」（2泊3日）があ
り親元を離れて、社会性や生きる
力を育むために、自然の中で体験
活動や交流活動を実践している。
生涯学習活動に関しては「公民
館や生涯学習センターで健康・福
祉に関する講座の開催や生きがい
作り、仲間作りなど様々な活動を
展開しているので、活用して欲し
い。長年培ってきた、または定年
後に学習した知識・技能・経験を
活かして地域社会で活動すること
も生きがいにつながる」
と話した。
個性重視教育が一番大切だとい
う磯野さんは「子どもができるよ
うになった事を積極的に評価する
姿勢、自己存在感の高揚、共感的
人間関係作り、体験的学習活動な
ど一人一人が"付けたい力""ねら
い"を明確にした学習活動が重要」
と語った。【取材・浦野美智子】

雅倶楽部ご入会で20%割引き
入会金、年会費、一切不要の雅倶楽部

刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔嚆

アレ ン ジ 花 プラ ン
通夜・告別式を
おもに身内で
行うことを特化した
家族葬プランです。

価格 452,000円（税別）

幕張本郷ホール

入会費0円 会員様の特典ご案内

■祭壇一式20％の割引
■生花・衣装等10％割引
■お仏壇・仏具・お位牌等30～50％割引
（幕張本郷仏壇センターに多数展示）
■法事等施設利用可
■法事お料理10％割引
■終身保険をご紹介します。
「葬儀おすすめプラン」互助会員よりずーとお得!
■入会の方全員にプレゼント!
※雅オリジナルエンディングノート

※このプラン料金には返礼品・飲食・供花・
お布施・火葬料金等は含まれておりません。

雅のモットーは
目くばり、気配り、心くばり

旅立つ故人への
思いやり…
●JR総武線幕張本郷駅徒歩6分
●京成幕張本郷駅徒歩6分
●幕張IC・国道14号線近く

随時ホール見学実施中

人間尊重教育と個性重視教育の実践

刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔嚆

めるからこのようなこと
月は別名で
になる。中心市街地の衰
水無月と呼ぶ。
退に歯止めがかから な
梅雨の時期で雨
い。選挙では支援する姿
が多いのになぜ
勢を見せてはいたが、具
水無月なんだろ
体策が示されたことはな うと思って 調べてみる
いし、千葉駅再開発に間 と、水無月「無」は「の」
に合うようにすべきでは にあたる連体助詞で、
「水
なかったか。
無月」は「水の月」という
パルコ跡地の上層階が ことになるそうだ。田植
マンションでは、親子三 えが済み、田に水を張る
代夏祭りが騒音だと苦情 必要があることから水の
は来ても、地域への経済 月すなわち「水無月」と呼
的波及効果は期待できま ばれるようになったとい
い。こういう調整をする う▼「梅雨」についての語
のが市長の役割ではない 源も、何で梅だろうと調
か。
べてみたら、梅雨の時期
熊谷市長の実績には目 は、湿度が高いために黴
を見張るものがあること （かび）が発生しやすく
は事実だ。そのうえで、 「黴雨（ばいう）」と呼ば
イメージと思いだけで進 れていて、これが同じ音
めてきた施策を、市民目 を持つ「梅雨」へと転じた
線で見直 してほし い。 とある。梅雨の時期は、梅
「青年熊谷の目」ではな の実が熟す頃で、毎日の
く、「おっさん、おばさん ように雨が降ることから
の目」で見直してほしい。「梅」という字を当てたら
そうすれば、一層評価が しい▼また、 月は衣替
上がるものと感じる。
えの時期、近頃はクール
【武田弥太郎】 ビズとかいって、ワイシ
ャツにノーネクタイ姿が
違和感なく受け入れられ
るようになった。クール
ビズを打ち出したのは小
泉第 次改造内閣で環境
大臣に就任した小池百合
子現都知事だった▼地球
温暖化を防止する一助に
と、夏場の軽装による冷
房の節約」を目的にした
政策である。それ以降、環
境省主導のもと、ネクタ
イや上着をなるべく着用
せず、夏季に摂氏 度以
上の室温に対応できる軽
装の服装を着用するよう
になった▼しかし、そう
した努力にも関わらず、
地球温暖化による異常気
象が世界的規模で広がっ
ている。今年もどんな災
害が発生するのか不安が
脳裏を掠める。 （正）

一つのイベントでの収
益は小さくても、様々な
企画を打ち出していくこ
とは重要だ。
年に一度か二度ではな
く、休日が来るたびにイ
ベント列車が走るとい
い。２両編成ではイベン
トに参加できる市民の数
は限られるから、人気の
あるイベント列車の数を
増やし、市民の目がもっ
とモノレールに向くよう
にできないか。思案・工夫
のしどころだ。
経営改善には非常に厳
しいものがあるが、様々
な 創 意 工 夫 は 欠 かせな
い。多くの市民が、ことあ
るごとにモノレールを利
用してくれるよう願うば
かりである。

星霜録

■発行責任者・佐 藤 正 成
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検見川ホール
●JR総武線新検見川駅徒歩4分
●京成検見川駅徒歩8分
●国道14号線・京葉沿線近く

ホームページ http://www.miyabi-sougi.cm/

