東西連絡道路

予算が４倍

市民ネットワーク所沢からのお知らせ

◆陽子ファームブルーベリー狩り
７月２５日(火) 11 時〜12 時 30 分
所沢市城 陽子ファーム
費用 1200 円(ブルーベリー１パック、軽食代込み)
申し込み 海老澤 090-5411-3382
(行き方など詳細ご相談下さい)

◆なのはなカフェ (旧 事務所開放日)
毎月 25 日午後１〜３時、なのはなカフェ開催します。
相談、おしゃべり、通信に書ききれない議会裏話（?）もお話します。
どなたでもお気軽にいらして下さい♪

http://tokorozawa-net.com/
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〈インフォメーション〉

ヒロシマ市民が描いた原爆絵画展
8 月 4 日（金）〜6 日（日）
10 時〜18 時
(初日は 11 時から、最終日は 17 時まで)
小手指市民ギャラリーエバー
(小手指駅北口徒歩１分)

発行：市民ネットワーク所沢

〒359-1141 所沢市小手指町４-17-48 光ビル 1F-B
TEL/FAX 04-2947-6370 メール: cnet-toko@net.email.ne.jp

問い合わせ 090-7242-7555(末吉)

★7 月 25 日（火） 13〜15 時
★8 月 25 日（金） 13〜15 時
終了後、誰でも自由参加の暑気払いを開催。参加費 500 円。事前申込み不要。差し入れ大歓迎。

★9 月 25 日（月） 13〜15 時
回想法を体験してみませんか？ 昭和時代に使われていた懐かしい道具、写真を見ると、心の底にある
記憶が蘇ります。認知症予防にも効果的と言われる「思い出がたり」を楽しみます。
ただ楽しくおしゃべりするだけ。是非ご参加下さい。 講師 所沢思い出語りの会

あとがき

もしもコンサートを楽しんでいる最中に災害が発生したら･･･？
いつもはミューズ内部関係者だけでやっている避難訓練を、市民も一緒に行う企画に参加しました。
ミューズ大ホール。プログラムの 1 曲目が終わったところで「地震発生！」の合図が･･。事前に教えて
もらった低い姿勢を取り、バッグで頭を保護して次の案内を待ちました。
今回は趣旨を知っていたので案内の指示を待つことができましたが、「航空公園に避難するように」と
いう館内放送が聞こえてくるまでの時間はとても長く感じました。「どうしよう！逃げなくては･･･」と
いう思いで冷静さを欠いた皆がザワザワしたら、案内の声は耳に入ってこなかったかもしれません。
演奏者お二人も私たちと一緒に航空公園に避難して協力して下さったそうです。避難訓練の後は落ち
着いてサクソフォンとピアノコンサートを楽しむことができました。プログラムは私たちが耳にしたこ
とがある親しみのある曲が組まれていて、とても楽しいひとときでした。
市民ネット事務局長 海老澤

【お問い合わせ・連絡先】
※常駐していません。留守電・FAX でお願いします。

●住所

〒359-1141

●電話・FAX
●メール

所沢市小手指町４-17-48 光ビル 1F

04-2947-6370

所沢市議会議員

末吉美帆子

（総務経済常任委員・広聴広報委員・基地対策協議会委員）

所沢通信基地の一次返還は 1971 年に行われました。
「基地全面返還は市民の願い」のスローガンのもと市と市民
が要望し続けてきた成果です。そして 2012(平成 24)年、第
４次返還として、所沢通信基地内の「東西連絡道路用地返
還」が日米で合意されました。並木方面から防衛医大へ貫く
道路が完成すれば、基地周辺を遠回りしている市民の利便
性が高まります。
平成 23 年 11 月に最終提示された総予算額は 17 億円
(所沢市 4 億・国 13 億)でした。
しかし、平成 29年 5 月に提示された予算額は 70 億円(所
沢市 17 億・国 53 億)という格段に膨れ上がったものでした。
土壌から鉛汚染が検出されるなど費用は増加しましたが、そ
れ以上に洞道やアンテナなど大規模な予算を伴う工事が追
加されています。逆に基地の全面返還が遠のくのではと不安
になります。
市民が使用できるのは東西を貫く予定の「道路」のみで
す。平成 29 年度は洞道、平成 30、31 年度に東西連絡道
路、基地内道路工事が行われる予定です。

これ以上基地機能強化、費用負担増加にならないようし
っかりと監視していく必要があります。
H23.3.24 提示
【所沢市負担分】
防火水槽、施設ゲート、倉庫、基地運営用道路など
4 億 620 万円→H29.5.9 提示 10 億 9308 万円
＋洞道築造工事、土壌調査など 2 億 630 万円
＋東西連絡道路 4 億円
合計 16 億 9938 万円
【国負担分】
通信局舎、電気室、タワー、アンテナ、倉庫など。
13 億 400 万円→53 億円

prinmint@shore.ocn.ne.jp （末吉）
cnet-toko@net.email.ne.jp（事務所）

◆ネットの仲間になって一緒に活動しませんか。
年会費 1,500 円
郵便振替口座
00160-6-179015
◆この「つうしん」はボランティアの方が配布しています。
購読ご希望の方は定期的に郵送します。
どうぞご連絡ください。

米軍通信基地①
中新井からミューズ方向

米軍通信基地②
防衛医大方面からの風景

「まちの未来図をいっしょに描きましょう！」

一般質問項目
■認知症にやさしい図書館
・コンビニ貸出の代替え店舗は？
・小手指市民ギャラリーを駅前ミニ図書館に

「まちを変えるのは私たち市民 私たちのまち私たちの手で」

認知症にやさしい図書館

障害者福祉

所沢図書館の 65 才以上来館者は平成 28 年度は 19
万 7338 人で全体の 36％。本の返却を忘れる、来館の
たび利用券を発行、図書館にいることを忘れるなどの事
例がある。不安にならないよう対応し関係部署とも連携
している。

駅ボランティアは、平成 16 年から市と西武鉄道と行って
いる。体験会、フォローアップ併せて、参加者はのべ
2,087 人。

■香害(こうがい)対策
・氾濫する香りの身体影響に対策を
・公共施設で有害化学物質製品の不使用を

■障害者福祉
・精神障害者一級にも福祉タクシー券を
・鉄道事業者に精神障害者割引制度を要望す
べき
・なぜ公共施設により、障害者団体の定義が
違うのか
・障害者アクセス保障のため透明エレベータ、
液晶案内の充実を
・駅ボランティアの充実を
・ミューズ避難訓練コンサートの成果は？

■三ヶ島墓地計画の進捗状況
■カミツキガメ等の外来生物による
環境破壊の現状と対策
■所沢斎場の式場、控え室、
火葬炉の需要と供給の現状

ミホコのつぶやき

図書館は市民にいちばん身近な公共施設。地域包括支
援センターなど福祉と連携してほしい。紙芝居や絵本、
朗読など多くの財産とスキルがある。昭和の道具を使っ
た「回想法・思い出語り」是非図書館でもやってほしいで
すね。
図書館のない小手指地区のコンビニ図書取次が休止に
なり、市民から多数問い合わせを頂いています。市はコ
ンビニ本部も含め交渉中ですが、構造上の課題など再
開が実現していません。小手指公民館分館で予約本の
受取りができないか、前向きに検討中です。

ミホコのつぶやき
平成 28 年度駅ボランティア講座に参加しました。西武
鉄道が所沢で先進的に行っています。助け合える知識
を身につけるボランティア養成は貴重ですが、困りごとに
気づく目線、声を掛ける勇気が大事ですね。

ミホコのつぶやき
福 祉 タ ク シ ー 補助 金 の 対 象 者 は 身 体 ・知 的 障害 者
2600 人。１人では外出が困難な精神障害者一級の方
にせめて制度拡大してほしい。
公共施設で「障害者団体の定義」が違うと聞いてびっく
り。後から新設された未来館やサンアビリティなど「障害
当事者が○人いる」等ばらばらな定義を独自に作ってい
る結果、重度知的や精神障害者の権利擁護のための家
族会でさえ、障害者団体でなくなっています。早急に改
善、統一化を願います。

香りブームと消臭志向の反面、使い過ぎによる苦情、健
康被害が急増し、国民生活センターは周辺影響への配
慮を呼びかけました。埼玉県が作成した「知っています
か？香りのエチケット」を活用してほしい。公共施設や学
校でも環境影響の少ない洗剤を選択してほしいと思いま
す。

カミツキガメ
５月、北野の砂川堀でカミツキガメの目撃情報がありまし
た。市は周辺、学校、公共施設に注意喚起の看板、ポ
スターを掲示。
カミツキガメ

所沢斎場の式場使用数は年間 2,280 回。火葬炉は
１月の 406 件をピークに年間 4,138 件。
(１日当たり８炉×２稼働可能)
市内の死亡者数は平成 30～40 年頃ピークを迎えそ
の後は徐々に減少に転じる。
所沢斎場の耐用年数は 50 年を見込み、平成 40 年
に迎える。当面は長寿命化を行い、平成 49 年頃を
目途に建て替えを行いたい。
今年度は待合室の増築工事を行う。

ミホコのつぶやき
墓埋法により誰しもがお世話になる火葬場。斎場を
自前で市内に持っていることは貴重。所沢斎場は現
在「友引」は稼働せず年間稼働は 300 日程度。友引
に科学的根拠はなく都内など既に友引の日の火葬も
行われています。因習に囚われることなく、建替え・
増設計画と合わせ、多死社会を見通して、市民に不
便を強いない安定した斎場運営を望みます。

・多死社会を見通した将来計画は？

■伸栄小学校前信号を
スクランブル方式に

ミホコのつぶやき
平成 25 年に一般質問し、広報ところざわで化学物質過
敏症対策の呼びかけをしてくれました。ひきつづき埼玉
県ポスターの市内公共施設掲示もぜひ進めてください。

伸栄小学校前の信号 は、歩車分離ですが斜め横
ミホコのつぶやき

一般質問の翌日、市民から「いた！」との情報があり体
長 40cm のカミツキガメを生活環境課職員が捕獲。
特定外来生物は見かけたら市へご一報ください。

断ができません。警察は交差点が小さく、スクランブ
ル効果は薄いと言いますが粘り強く要望していきま
す。

