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早稲田大学卒業後、鎌中部小、鎌四中・鎌中

2019年10〜11月号116号

の社会科教師として21年間勤めました。市議

としては、市民派議員として「教育充実を」
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「住民と共に住環境改善の戦い」などに力を
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入れています。これまでに議会報告「共育だ

より」を116号発行。議会終了後には、市議
会報告会を開き、市民とのツーウェイ(相
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交流)

を進めています。
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9月市議会で津久井議員は、『自転車の歩道通行と歩行者の安全性』と『教師が子供の教育指導に
集中できるため の働き方改革』 について一般質 問を行いました (9/26質問日)。 また、台風15号に

よる鎌ケ谷市内の被害状況については本紙真面で報告しております。ご一読頂ければ幸い七す。

《自転車と歩 行者の安全通 行問題】

①歩 道を 突っ 走る 自転 車… ・・
『狭い歩道を走る自転車が多く、安心して歩道を歩けま
せん。どうにかなりませんか?』(市民相談より)

②歩道を走ってよい自転車とは何か?
道路交通法で 自転車の歩道 走行が認めら れているのは

【教職員の働き 方改革は進んで いるのか》
①文科省大臣が「教員 の働き方改革は待った
なし」と訴える
本年3月、柴山文科相は「保護者・地域のみなさまへ」
と題して、「学校教員の働き方改革は待ったなし・…」と

し、「先生は授業準備など子供と接する仕事に集中でき

「自転車走行可の標識がある場合> 13歳以下の子供・70

るよう勤務 時間を軽減 すべき」と 訴えました 。

歳以上の高齢者 ,身体の不自由 な人」のみです 。いずれ

②教職はブラック職場?先生応募者が急減

も「歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行する」

文科省は、 週80時間の 過労死ライ ンを超えて いる教

と定め られて います 。

員が中学校で約60%、小学校で約so%台であるとの

③鎌ケ谷市内に おける自転車事 故の状況は?

調査結果を発表しました。また教員志願者は年々減少

市内の自転車事故は、2014年147件から2018年56件

しており、2019年度は小学校で定員の2.8倍、中学校

と減少傾向にあります。しかし、交通事故全体に占める

で同5.5倍まで下がっています。全国約6割の教育委

自転車事故 の割合は最 近5年間で 約so%、近 隣6市中

員会からは「多忙であるなど教職員へのイメージが低下

では2番目に多い状況です。

し、受験 書散が減 っている 」と報告 されてい ます。「 教育

④自転車レ ーンが少な い、さらに 拡大が必要

は人なり」 。今、教職 の過重労働 改善が迫ら れています 。

道路交通法に より市内で自 転車通行が認 められている
歩道は、全体のわずか10%とのこと。津久井議員は「自
転車レーンの さらなる拡大 」を求めまし た。また、自 転車

③教師の働く内容の錆退化促進を
「学校 への電 話かけ は午後 6時頃 までに (緊急 時は市

=)学校へ)」「家庭訪問は希望する家庭中心へ」「給食

レーンの設定が困難な 場合は、車道側に水色 塗装レー

費をはじめ学 校集金は先生 =>行政へ」「 中学の部活動

ン(自転 車専用通 行帯)の 整備を求 めました 。後者は 実

は週1回土日のどちらかを休む」などの精選化が進んで

現性が高く、 前向きの答弁 が得られまし た。

おり、津久井議員も自己の体験を生かして質問しました。

⑤ハード(道路改善)とソフト(歩行者配慮)

市教委からは促進化の具体的答弁がありました。

で前進へ!

④夜間パトロ ールも教員以 外に代替を

「鎌ケ谷市自転車ネットワーク計画」がスタートします。

市内A中学では年間18回も の夜間パトロール(午後7

この中で「自転車専用通行帯」などの道路整備を充実

時〜9時頃)を一教員が担当していました。文科省は「

させることが必要です。また「歩道は歩行者優先であり、

夜間パトロー ルは教員の本 務外。教員以 外への代替を 」

歩行者に配慮した運転を」と市民の皆 様や小中学校の

と提言しています。津久井議員の質問に対し、市教委か

子供たちが心身ともに理解できるよう、市担当部局が取

ら「教師の担当の削減に向けて見直しをしていきます」

り組んでもらうことを強く要望しました。

との答 弁があ りまし た。

教師が子供たちの教育に
全力投 球でき る環境 整備
こそが

「教 員の 働き 方改 革」

今までは「子供たちのために〜」として過労死ラインを大幅に超え、夜中まで働
くことが「教師 の美徳」とされ ていたかと思い ます。しかし、 何でも仕事にし てしま

えば、本来 子供たちと 「ふれあい 、教えるこ と」が、な いがしろに なってしま います。

今ここで、教師本来の仕事(教育)に立ち返ることが求められていると思いました。
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鎌ヶ谷市災害復旧費に7!000万円を投入!
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9月8〜9日、台風15号は秒速50{;;級の暴風で千葉県を
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襲い約60数万戸の停電、 2万戸を超える家屋損壊 を発生さ

せました。鎌ケ谷市内でも9日米明から被害が発生、住民の

方々から津久 井議員に「停 電で冷蔵庫が 使えない(東 中沢)
」「大きな樹が倒れ道路が不通(中沢)」等々の電話が殺到、

P

市内では最大時で4,400戸が停電しました⑧。市担当部局

に全力を挙げての 復旧取り組みを要 請、当日午後7時 頃に
はほぼ市内 の停電が解 消しました 。また、市 の特産品の 梨

⑧吹き飛ばされて落下した 屋根で住宅や車が破損。

は園によっては7割もの落果が報告されています⑧。

に当っています。また、今回の台風15号襲来において

台風15号による 鎌ケ谷市内の被 害は右別項の如 くです。

安倍内閣の「災害時に組閣優先」、森田知事の「初動対

̲早̲速、己四一!一ー費等から約7,000万円を然̲入̲し̲、災害復旧

応の遅れ」などが指摘されており、今後の検証〜再発防
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止が必要と思われます。
賑亀

《台風15号による鎌ケ谷市内の被害状況》
(市安全対策課9月20日現在)
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A

:◇床上浸水6戸・床下浸水21戸◇倒木66件◇建物等損壊
:82件◇公園等の倒木40件◇小中学校校舎の被害26件

i◇道路設備損壊39件など。
:〇鎌ケ谷市職員の他市への応援=君津市へ2人、館山市へ
,1

1:

6人、木更津 市へ土のう ・ブルーシ ート・電池 等を送る。

ci;̲ ...i:〇市会議員・市幹部職員など=被災地に見舞金を送る。
⑧梨園では3〜7割の梨が落果し、大きな被害。
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「児童虐待の根底にあるもの」

津久井議員の6月 市議会報告会が、 7月28日にきらり 会館

斉藤明(東中沢一丁目)

ないほど熱を帯 びました。児童 虐待問題に詳し い天童荒太

3階会議室で26名の出席者を迎え、市民とのツーウェイ方

氏の「上流でダムが決壊しつつあるのに下流で土のうを積み

式で開催されました。今回の主な内容は「近年急増してい

上げているに等しい」という比喩は、対症療法的対策では子

る児童虐待の実態と鎌ケ谷市における対応」でした。デー

共を守る根本的解決にはならないことを指摘しています。

タによれば2017年の虐待相談件数は、全国133,778件(5年

現政権になってからは、特に大手企業 の増益擁護政策が

前比で81%増)、鎌ケ谷 市は192件(同64%増)と 急増して

優先され、非正規 雇用者が4割にお よび、終身雇用廃 止等

います。津久井議員からは、市が現在進めている対策に対

によって人件費コストが抑えられ続け ています。苦しい

して「担当職員の増員」「総合的な緊急対策の必要性」を求

生活を余儀なく され将来展望の 持てない人々は 、刹那的・

める質問を行い 、市から一定の前進的な回答を得られたと

自己本位的防衛に追 い込まれ、社会は共 助精神や寛容さ

の説明がありました。出席者からは活発な意見が交わされ、

やセーフティーネットを広げる余裕すら失いつつあることが、

終了予定時刻を30分過 ぎても問題分析や体験 談が止まら

この問題の 根底にある と重く受け 止めました 。

i鎚晶津久井議員の市議会報告会

〕 )l r第 11 回 鎌 ヶ 谷 住 宅 デ ー

<(日時 >> 11月l o日(日 )13時 30分〜

《日時110月27日(日)H時〜14時

《場所》きらり会館3階会議室にて

《場所》東武鎌ケ谷駅東口

皆さま、お気軽に ご参加ください。

住宅相談、包丁・/＼ サミ研ぎ(300円〜)

問い合わせ先雪444‑5262 津久井

問い合わせ先8412‑9700(柴崎)

h

弁護士無料法律相談

《日時)10月26日(土)・11月23日(土)
13時〜

(K場所》トライ事務所(事前予約制)
問い合わせ先雪444‑5262津久井

