虐待を、
ゆるさない！！
松戸市虐待防止条例可決、
松戸市に県の児童相談所の誘致を！
虐待は重大な人権侵害で、
絶対に許されるものではありません。
しかし近年、絶対的に弱い立場である児童・高齢者・障がい者の3虐待が松戸市でも増加しており
深刻な問題として対策を強化してきました。
3月定例会に
「松戸市虐待防止条例」
（案）
が提案され可決され４月１日から施行されます。

松戸市虐待防止条例の目的
市、市民、関係団体の責務並びに地域社会の役割を明らかにし、施策

推進の基本事項を定めることにより、虐待のない誰もが安心して暮ら

せるまちを実現

条例の詳細は是非HPでご確認ください。

「松戸市虐待防止条例」
の制定について

https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/soumu-saiyou/sigikai/r2̲3̲yoteigian.ﬁles/109.pdf

つながる、
はじまる、
ひろがる
ひろがる

松戸市議会議員

杉山よしひろ

Matsudo city News Letter

ご挨拶
おかげさまで昨年12月まで第68代松戸市議会副議長を務めさせていただきました。現在は、松戸
市議会建設経済常任委員長や松戸市都市計画審議会委員として、策定中の松戸市総合計画や都市計
画マスタープランなどの長期計画、松戸駅や新松戸駅など主要駅で計画されている街づくり等、松
戸市の未来を決定づける事業に関わらせていただいております。２０２０年オリンピックイヤーの
松戸市は、目標であった人口50万人の到達が目前に迫り、5月11日には車の図柄入りナンバープ
レート「松戸ナンバー」の交付、ホストタウンとしてルーマニアとドミニカ共和国の出場選手の事
前キャンプ受け入れや交流イベント、7月4日には松戸市初の聖火ランナーなど多くの予定がありま
すが、現在はご存知の通り新型コロナウイルスの流行により大変な時期を迎えております。
東日本大震災以来の危機的状況であり、刻々と状況が変わる中で目に見えないウイルスとの戦い
は不安な日々でありますが、松戸市議会としても3月定例会において、国に対して新型コロナウイル
ス対策に関する意見書の提出を行い、新年度予算案ほか重要案件の審査等を行いました。引き続
き、全力を尽くしてまいりますのでこの難局を共に乗り越えてまいりましょう！

談所の管轄内で起きてしまい痛恨の極みでした。

警察との連携が不可欠な児童虐待対策は千葉県においても本腰をいれて取り組まれており、千葉県社会福祉

審議会の児童福祉専門分科会社会的養護検討部会にて児童相談所の2箇所程度の新設が議論されており、
松戸
市としても長年の懸案であった児童相談所の誘致に本気で取り組むべき時期であります。

我が松政クラブの代表質問に対して、
「 児童相談所を誘致に向けて積極的に進める」
と
市長からこれまで以上に踏み込んだ答弁があり、児童相談所誘致に向けて大きく前進し
ています！

【3月3日本会議 松政クラブ代表質問に対する市長答弁要旨】
「県社会福祉審議会専門分科会にて、
児童相談所の管轄人口や立地条件、
相談件数を勘案し、
新たな管轄区域が

【現在の役職等】会派「松政クラブ」、全国若手市議会議員の会副会長、自民党松戸市支部青年局長、松戸自衛
隊協力会松戸支部顧問、松戸市消防団、松戸青年会議所OB会、松戸西ロータリークラブ幹事など。

検討される予定〜現時点では、
その後に示される区割りの結果を注視したい〜しかしながら、県の児童相談所が
本市に設置されることは、
市としても切望しているところでございますので、
今後、
たとえば、
新設される児童相談所

3月17日の新聞報道によると、
16日に開かれた千葉県社会福祉審議会の児童福祉専門分科会・社会的養護検

討部会で
「松戸・鎌ヶ谷両市」
と
「印西郡市」
の2箇所に児童相談所を新設すべきと決定し、近日中に社会福祉審
議会から知事に答申が出されます。
県は新年度に答申を受け、
新たな2箇所の用地選定に入る見込みです。

市民一丸となって、
県の児童相談所の松戸市への誘致を実現させましょう！

2020（令和2）年3月26日発行

松戸市の今をお届けする討議資料

昨年には、
近隣の野田市で昨年発生した大変痛ましい小4女児虐待死事件は、
松戸市も属する千葉県柏児童相

の管轄区域に本市が入った際には、
誘致に向けて積極的に進めてまいる所存です。
」
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国に対する
「新型コロナウイルス感染症対策に関する
意見書」
を全会一致で可決提出！

つながる、はじまる、
ひろがる、
新松戸の街づくり
松戸市が掲げる大型の街づくり事業のうち、最優

至北小金駅

新

緑
駅前
広場

松

1 感染拡大の防止に向けたワクチンの開発や治療法の確立に早急に取り組むこと。

戸

2 医薬品・防護用具等、
必要な医療物資の全国的な生産・供給調整について、
国の責任において、
在庫量の不足や偏り

国の責任のもと必要な対策を講ずること。
4 観光関連をはじめとする地元産業への風評被害等を防止するため、
国の責任において十分な財政的支援を行うこと。
5 地方公共団体の新型コロナウイルス感染症対策に対し、

国の専門家委員会の見解(3/9時点)

日常生活で感染リスクが高まる要因

ウイルスの特徴

感染者の80％が軽症、
14％が重症、
6％が重篤。
重症者も半数が回復
感染者の約8割は他の人に感染させていない
高齢者、
基礎疾患のある方が死亡リスク高まる

3条件が重なるほど

!

危険

1 換気の悪い密閉空間
2 人が密集
3 近距離での会話や発声

皆さんの対策の効果で現時点では一定程度持ちこたえていますが、今後も感染拡大をできる限り抑え医療崩壊を防がなけ

ればなりません。
治療法やワクチン、
検査体制が確立するまで、
限りある医療資源をあらゆる病気の重症患者を守るために使う

ことが重要です。

づくり事業、
ゴミ焼却施設建替え」の3事業が昨年
2019年3月定例会の予算審査の過程で示されま
したが、
「新松戸駅東側区画整理事業」
については、
2019年8月に千葉県の事業認可を取得し正式に
至新八柱駅

JR 武蔵野線

全な対策を講じること。
3 国民・地方公共団体に対し、
正しい情報を迅速に提供し、
感染者の人権に配慮した情報公開の基準を策定すること。

事業、松戸市役所新庁舎建替えと松戸駅周辺まち

土地の
再配置

幹線道路

駅

を早期に是正すること。
とりわけ、
医療機関などにおける医療提供体制に支障が生じないよう、
医療物資の供給に万

マンション・
公共施設等

都市計画道路

公園等

ならったものです。

意見書概要

幹線道路

けを行い、
迅速に全会一致での可決となりました。
これは、
千葉県議会でも自民党主導で同様に意見書を可決したものに

JR 常磐線

議決されます。
しかし、
今回の感染症対応は非常事態で緊急性が高く、
2月25日の3月定例会初日に可決するべく働きか

先に取り組む事業として
「新松戸駅東側区画整理

3・4・18 馬橋根木内線

松戸市議会では、毎定例会ごとに国に対して意見書を提出していますが、通常は最終日に議員提出議案として提案し

赤城神社
至馬橋駅

【3月3日本会議

事業としてスタートしています。
新年度予算でも、区画整理関連予算で約5億1千万
円が計上され、常磐線快速列車新松戸駅停車調査
費も2,882万円が計上されています。

松政クラブ代表質問への街づくり部長答弁抜粋】

「これまでの松戸市独自の調査で、新松戸駅への快速列車の停車は技術的に可能であるが、最終的にはJR東日
本の判断が必要。平成31年度にJR東日本が測量調査を実施、令和２年度も引き続き調査をしてもらえるよう働
きかける。」

３月定例会で可決された関連する議案
新松戸駅東側地区土地区画整理事業特別会計の設置。
・・・事業を特定し一般会計と区分

することによって、財源がわかりやすくなり事業の円滑な運営ができる。

新松戸駅東側地区土地区画整理事業立体換地保留床部分取得事業者選考委員会条例

の制定。
・・・新たに建設する14階建て
（予定）
のビルのうち、希望する地権者が移り住むた

めの部分を除いた保留床の部分を取得し活用する民間事業者を選ぶための委員会を設
置するための条例。

私達一人一人が感染リスク要因に気をつけながら、基本的な
「手洗い・うがい・消毒」
を徹底し、
もうしばらく我慢を続けるこ

とが結果として全体の被害を最小化することにつながります。

今後のスケジュール（今後の手続き等により変更となる場合あり）

食店を楽しむ、
テイクアウトや出前を積極的に活用したり、
商品を購入したり、大切な場所やお店を応援するために経済を回し

令和２年度

保留床処分先選考、
換地設計、
区画整理実施設計、
先行買収、
立体感値建築物基本設計、

日々刻々と変わる最新情報や、今後予定されている経済対策の情報等は、松戸市HPや首相官邸ほか公的機関の公式HPで

令和3年度

本申出、
換地計画・仮換地指定手続き、
建物移転

また、
ウイルス感染もさることながら、地域経済への悪影響が深刻です。感染リスクを最小化しながらも、少人数で地元の飲

ていかなければなりません。
過剰な自粛とならない範囲で日常生活を送るようみんなで心がけましょう。
正確な情報を定期的にご確認ください。

「松戸市新型コロナウイルス感染症相談専用ダイヤル」
が開設されました。

電話番号：

047-710-4107

令和4年度以降
令和9年度頃

JRによる常磐快速列車停車調査、
等

建物実施設計、
建物移転、
工事
（アクセス道路、
駅前広場、
立体換地建築物、
公園等）
換地処分の認可取得、
事業完了へ

また、新松戸７丁目地区と南流山木地区との間に新設された道路を利用して、以前から多くのご要望をいただいて

受付時間；平日8:30〜17:00

いた
「新松戸駅〜南流山駅」
を結ぶバス路線の延伸も本年夏頃に実現する予定です。

※聴覚に障害のある方はじめ、電話で相談が難しい方はFAX047-704-0251、
または松戸市HPのお問い合わせフォームをご利用いただけます。

援が不可欠であります。引き続き、実現に向けて丁寧にかつ迅速に進められるよう働きかけてまいりますので何卒ご

対応内容：新型コロナウイルス感染症に関する相談、感染の予防に関すること、心配な症状が出た時の対応など

これらの実現のためには、
この事業に関わっていただいている多くの地権者の皆様のご理解と、市民の皆様のご支
理解をよろしくお願い致します。

