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３２戸、要移転戸数は６

％

・７％でされていな

土地が区画整理されてい
る
い

・２％で、整備され

ていないが半数を超えて
います。

生活道路、下水道、雨
水整備に切実な要望
また、現在の整備・利
便性の満足度では、生活
・３％、下水道の

道路の整備に不満・やや

ています。

月、地区住

整備は不満・やや不満 ・
・

％と整備

１％、雨水整備では不満・
やや不満

の遅れが目立ちます。
・４％、下水道

整備の重要度では雨水
の整備
の整備

％が重要・

・６％、生活道

民の今後のまちづくりの

路の整備は

向を確認するためとして
月公表されました。

アンケートを実施。結果
が

アンケートは双柳南部
区画整理地内を６カ所の
エリアに分けて、どの様
な用途に利用しているか、
現在の整備・利便性の満
足度や重要度、事業の進
捗などについて回答を求
めています。エリアによっ
ては既に整備の進んでい
るところや下水道整備が
完了しているところもあ

やや重要と答えています。 に生きる社会をつくろう、
月 日は 夏目
事 業の 進 捗に つ いて は 飯能や日高で活動してい
漱石の忌日でし
た。今年が没後
早い・やや早いと答えた る人たちから学ぼうと企
１００年、来年
人は、僅か１・５％、遅 画しました。
が生誕１５０年
い・やや遅いと答えた方
和太鼓や篠笛、そして
とあって、テレ
は ・８％。今後の事業 花笠おどりなど、飯能の
ビや出版物で、さまざ
については ％の方が計 おどる太鼓クラブの障害
まな特集が組まれてい
画を見直し、長期化を解 者やお母さんたちが演奏
ます。私は妻夏目鏡子
消した方がよいと答えて しました。その後の講演
述の「漱石の思いで」
います。
では日高の授産施設かわ
を面白く読んでいるの
また、阿須小久保線の せみの施設長の萩原さん
ですが▼漱石は「三四
整備については事業進捗 が「どんなに障害が重く
郎」で、「日露戦争に
が遅いと感じている方の ても、みんなを受け入れ
勝って日本もこれから
約６割が早期開通を求め ることを基本に施設を運
発展するでしょうね」
ている内容でした。
営している。」と話しま
とたずねる三四郎に、
アンケートでも指摘さ した。
「滅びるね」と中年男
れているように、通学路
参加者からは、「おど
に言わせています。こ
などの安全確保や緊急車 る太鼓クラブの演奏は、
の漱石の世の中を見る
両の進入などへの対応が 実に生き生きとしていて、 目、批評眼は、私たち
に大切な何かを教えて
急がれます。
感動的でした」「かわせ
くれているような気が
みのことはある程度は理
します▼来年が生誕１
解していましたが、萩原
５０年ということは、
さんのお話を聞いてとて
武州一揆の翌年に漱石
も良くわかりました。」
は生まれていたことに
という感想が寄せられま
なります。漱石の生れ
ク主催の「おどる太鼓ク した。
た時代と故郷の一揆の
ラブの公演と萩原さんの
時代が交差しているな
お話し」というテーマの 緊急
んてとても不思議な感
講演会が行われました。
沖縄問題学習懇談会
じです。一揆の最初の
七月に相模原市で起き
ＤＶＤ「いのちの森・
集結地の飯能河原には、
た障害者への死傷事件を 高江」上映と現地調査報
史跡としての案内板も
受けて、役員会ではその 告と懇談
なく、このままでは
ようなことを二度と繰り
「名栗川少年記」の名
月 日（水）
返してはならないと考え
栗谷もムーミン谷になっ
午後６時 分～
ました。そして、障害の 市民会館２０１
てしまうのかも。漱石
あるなしにかかわらず、
なら「滅びるね」とで
も言うのでしょうか。
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教育・子育てネットワー

だれでもあたりまえに共

だれでもあたりまえに
共に生きる社会を

進め方などについて、意

市は今年

沢南北の区画整理事業は てアンケートを実施
年度には事業

事業進捗を図ることを目
的に平成

52 25

の状況を見極めて双柳南

pluto.plala.or.jp

不満

＜議員団の連絡先＞
973-2111(市役所456)
Mail jcp-sigi@

部も考えていきたいとし

090-7000-4481

滝沢おさむ市議は、岩 ６ヶ所のエリアに分け

に留まっています。

・４％

双柳南部の区画整理事

月

転率からみると

７９戸ありますので、移

年が経過して

業は平成４年度から始ま
り、既に
年

います。しかし、進捗が
思わしくなく
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り、回答にばらつきはあ
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計画の見直し必要

整備進まぬ双柳南部区画整理
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りますが、所有している
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65

見直しが行われているこ
とから、双柳南部でも見
直しを行い早期に整備を
進め、住民の負担を軽減
させるよう議会で求めて
きました。市は岩沢南北

訃報
常田邦夫さん（ 歳）逝去
年つとめた常田邦夫さ

日逝去されました。常田さんは、一

飯能市議会議員を８期
月

づくりを批判し、天覧山・多峰主山の自然を守る
先頭に立ってきました。
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す。広域飯能斎場
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放課後児童クラブの増設を
金子としえ市議の一般質問

金子 美杉台小学校区
の中でも、美杉台６・７
の対応や、児童クラブ室

る。これらの状況から、
美杉台保育所の受け入れ

の宅地造成もすすんでい

発があり、コンビニ周辺

いる。さらに、美杉台７
丁目の 区画もの住宅開

２年生が

はじめ近隣の空き家、空

能性がある。現在考えて
いるのは、美杉台小学校

定員１２５名を上回る可

児童クラブ室は２カ所の

員の拡大をはかっていき
たい。

所の新設により、保育定

名と急増して

丁目、茜台地区、征矢町
き事務所、公共施設の利
用が可能かどうかを調査

ペースをとっている。現

７台・障害者用１台のス

始され、駐車場は一般用

は、平成

建設部長 龍崖山公園
年３月共用開

ないか。

い。

て利用できるようにした

視野に入れて駐車場とし

ンスなど簡易的な整備も

を重視して、車止めやフェ

地は、公園広場として整
備された土地だが、現状

在の駐車場に隣接する土

後生に伝えたい「武州世直し直し一揆」

幕末に飯能の貧しい農民たちが決起して関東各

地に広がって行った「「武州世直し一揆」が、”

語り継ぎたい「武州世直し一揆」の真実”の本と

して出版されました。

今年６月には「武州世直し一揆」１５０年記念

の集会が開かれ、伝統芸能「説教節 佐倉義民伝」

の鑑賞、武州一揆研究の第一人者の森安彦氏の記

念講演会がありました。講演録のほかに、飯能市

内の中学校で使用した教材用

資料も掲載されるなど一般向

けに編集されています。
一冊１０８０円、問い合わせ

理解できるが、飯能の一

心配。鳩山町、東松山市

証を返納するようかなと

川中さんまで。
042-982-5988
り現在の公民館などの施

人あたり公共施設面積が

でデマンドタクシーやデ
マンドバスをやっている。

は、人口減少で税収も減
設を今の形で維持するの

大きいのは、広い地域に
公民館などが整備されて

市が具体的ビジョンを示

すめてほしい。

は困難なので、施設の複
合化や統合を市民と一緒

いるので当然である。比

してほしい。◆通院で有

元気を取りもどすために

に考えたいという投げか

較検討に必要な資料とし

償ボランティアにお世話
になり感謝しているが、

する児童が入所できるよ

け でし た 。 第二 区 公 民

て補足が必要だ。◆行政
が効率を言い出したらお

福祉センターバスの運行

美杉

館、南高麗公民館、美杉
台公民館での説明会で出

しまいだ。採算性だけで

を工夫してほしい。◆国

健康福祉部長

された意見をまとめて紹

行政が物を言い出したら

際興業バスに６３００万
円の補助金出しても減便

も、朗報ととらえ、市と

介します。◆二区公民館

地域は成り立たない。◆
市が一番大変だと思って

なんて。日中もっと便を

うな方策を考えていると
ころ。

公 共 施設 と 地 域 公 共 交

は一階が保育所で、すで
に複合施設となっている

いることは何か？◆矢久

台地区は、美杉台６・７
丁目、茜台などの住宅開

通説明会での住民の声
月 日～全公民館

ので耐震補強工事を早く

橋、清川橋の架け替えは 増やせないのか。◆高齢
どうなるのかなどでした。 者にとってバス代が高い。

して十分な施策を行う必
要がある。美杉台小学校

等で市が開催している

実施してほしい。◆第二
小学校の児童数は減って

発がすすみ新たな住民が

「これからの公共施設に
関する市民懇談会」と

いるが、給食が廃止され

月時点で来年の入

「飯能市の地域公共交通」

原市場小学校でつくって

は、

金子 ６月議会で取り
上げて、その後、宅地内

を市民とともに考える説

金子 新年度に間に合
うのか。

を増設して対応してきた 後、保育士が確保されれ
が、さらに増設が必要だ。 ば、あと数名は受け入れ

の路上駐車について注意

明会を開催していますが、 運んでいる。小学校と公
参加された住民の方々の 民館が大事な公共施設な

ことが改めて浮き彫りに

増えていることから、将

ることは可能だ。また、

喚起の大きな看板が２カ

のでなくさないでほしい。

◆今は自分で運転してい

学児童は１５６人で昨年

複合施設内の児童クラブ

市街地においては保育所

所設置されたが、大変人
気のスポットでその後も

声を紹介します。

◆複合施設が合理的では

健康福祉部長 定 員を
上回るような状況であれ

室を訪問して状況を伺っ

に入所を希望する保護者
が増えているので、市内

同様な状況だ。現在の駐

「これからの公共施設」

なりました。

１２６人から 人増えて、 来、保育所や放課後児童
１クラス増となる見込み クラブの入所希望の増加

たが、ここは、美杉台６・
７丁目と茜台地区をエリ

全域での既存の施設での

車場の地続きにある土地

るが、あと５年先は免許

「しらかば」（定員 名）

ラブ室（定員 人）と、
美杉台小学校の敷地内に

は、複合施設内の児童ク

とのこと。児童クラブ室

受け入れをしており、今

については、現在の施設
規模を考えると最大限の

している。美杉台保育所

が見込まれることは認識

茜台 龍
･ 崖山公園
駐車場の増設を

25

ば対応していきたい。

アとしており、現在、１

保育定員数の増加や、新

ないか。◆全体の流れは

化が強く求められている

でも山間地でも移動手段
としての公共交通の具体

きないか。など、市街地

◆スクールバスの利用で

人が

については、市の説明で

地域公共交通問
題で沢山の意見・
要望

年生～６年生まで

を駐車場として増設でき

各地で住民懇談会

25

公共施設･公共交通で

規事業者による民間保育

55

している。すべての希望

で住宅建設が続いている。 の増設をはかり、子育て
人口減少をおさえ地域の 世帯への十分な施策をす
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利用しており、中でも１・
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