
石川良一
東京都議会議員　　　　いしかわ　りょういち

私石川良一も 2 年前の都議会一般質問で、オリンピック・パラリンピック開催までに受動喫煙防止の都独自の条
例を作るべきだと主張してきました。自民党の厚生労働部会でも本格的な論議が始まった矢先でした。自民党の大
西英男衆議院議員 ( 東京 16 区選出 ) は、同部会で非喫煙者がたばこの煙を吸い込む受動喫煙の対策について議論
している時「がん患者は働かなくていい」とやじを飛ばしました。大西氏は、数々の問題発言、暴言を吐き続けて
います。神社の巫女さんに自民党候補の支援を断られた際「おい、巫女さんのくせに」と言ってみたり、質問中の
女性議員に「早く子供を産んだら」とセクハラヤジを飛ばし、品格のかけらもないと断言せざるを得ません。

■都議会でもヤジ問題が
3 年前都議会でも自民党鈴木章浩議員が、質問に立った女性議員に「結婚しろ、子供を産め」とヤジり CNN を
始め世界のメディアから、厳しい批判を受け自民党会派を離脱する騒ぎとなりました。
都議会は、ひどいヤジで議員の質問が聞き取れないことも多々あり、しかも都議会自民党議員にとって気に食わ

ない発言に浴びせられ、とても冷静な議論ができない所だと失望させられました。大西議員は、都議会のエリート
として育てられた、国会議員と言えます。

■メディアや都民の関心が高まり、都議会改革が前進！
都議会自民党は、大西議員のような資質の都議が幅を利かせてきたわけで、身を切る改革などできるはずもあり
ません。私は、4 年前の公約でも都議会議員の報酬削減、政務活動費削減、費用弁償制度の廃止を訴え実現するこ
とができました。しかし都議会自民党は最後まで抵抗しましたが、小池知事の存在と、選挙を意識して賛成に回り
ました。今回、都民やメディアの関心が高く、まだまだ都議会改革を続けなければなりません。

■議会復活予算200億円─おごれる都議会自民党の象徴
予算編成の権限と責任は、知事が最高責任者である行政にあります。しかし復活予算と銘打った 200 億円の予算編成権が、東京都議会に 30 年以上
前の鈴木俊一知事の時代から、与えられていました。議会には飴玉のように、「予算編成の一部を与えればあとはオッケー」というようなものです。
しかも 200 億という金額は、税収が 1 兆円以上減る時期があっても、変わることなく維持されてきました。就任そうそう財政危機を宣言し、議会に
強面で対処した石原元知事でさえ、手を付けることができませんでした。小池知事は、都議会自民党が反対する中、断固 200 億円の復活予算制度廃止
を表明しました。私石川良一が東京都市長会の会長を務めていた時も、最大会派である都議会自民党の部屋に行き市長会の役員一同深く頭を下げ、予
算要望を行いました。この時「200 億円は都議会自民党が決める」と、きっぱり宣告されたことを、忘れることはできません。
しかし小池知事は、議会と行政の「なれ合い」ともいえるこの復活予算制度廃止を実行しました。都議会には、行政をしっかりチェックする機能より、
行政と関係を深め、様々な利益にあずかろうとする勢力があります。これからの超高齢社会を見据え、一円たりとも血税を無駄にしないという姿勢を、
議員自身が示していかねばなりません。私は市長 20 年の経験を活かして、改革に取り組みます。

衆議院小選挙区・区割りに異議あり
政府は閣議で、衆議院の１票の格差を是正し、議員定数を削減するとした法律に基づき、19 の都道府県の 97 選挙区で小選挙区の区割りを見直すこ
となどを盛り込んだ、公職選挙法の改正案を決定しました。稲城市南部（約 3 万人）と多摩市の北部地域（約 3 万人）が区割り変更され、衆議院東京
21区に編入される案が示されました。稲城市、多摩市両市長・議会も反対しています。都議会南多摩選挙区は、21区、22区、23区の3区に分割されます。
あまりにひどい ! しかし今国会で可決されました。今後再改正を待ちたいと思います。

進めます！都議会改革

定期講読ご希望の方は、メール又は電話でお申し込み下さい。

連絡先／〒206-0014　多摩市乞田707ファミリーナ・タマ1-102　TEL：042-355-5131/FAX:042-355-5132
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HP：http://ryo1-inagi.com/　FB：www.facebook.com/ishikawa.ryo1.TI　Mail：ishikawa.ryo1@gmail.com

都議会自民党のエリート｢衆議院議員｣は暴言王 !

都議会の議員定数 127 午後 1時開会の都議会 議会公用車費用
年間 2億円

100以下に削減
5億6千万削減 午前10時には開会 廃　止

大西英男衆議院議員

石川良一が見た都議会の真実！

×××

都議会を
行政との冷静な
議論の場に

市長の経験を
都政に活かす！
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石川良一プロフィール

1952年　（昭和27年）5月8日稲城に生まれ
稲城第二小学校、稲城中学、都立武蔵高校、早稲田大学社会科学部卒業、（株）三陽商会入社
1983年　稲城市議会当選、2期連続トップ当選
1991年　38歳で稲城市長初当選、以後5期（20年）連続当選、東京都市長会会長
2013年　都議会議員初当選
身長177㎝　体重75kg　血液型AB型
趣味：空手、ツーリング、ゴルフ

引き続き都政での活躍に期待しています
東京都知事 小池百合子
衆議院議員東京21区 長島昭久
参議院議員 川田龍平
稲城市長 高橋勝浩
調布市長 長友貴樹 (東京都市長会会長 )
元都議会議員 白井威
名城大学教授・副学長 野口光宣 (多摩市育ち友人 )
拓殖大学教授 小林孝郎 (友人 )

南多摩水再生センターのソーラーパネル多摩サービス補助施設

パルテノン多摩

多摩市庁舎

多摩市立図書館

小池百合子知事は三多摩格差の解消と、多摩ニュータウンの再生を現在策定中の「多摩の振興プラン」
に位置付けています。多摩ニュータウンは、都営住宅2000戸の建て替えも始まり再生事業が本格化します。
多摩市の公共施設も同様で、維持管理の負担を考えると 9 館のコミュニティーセンター、7 館の図書館を
維持することは困難と言えます。市は公共施設の再編計画を市民に提示し、説明会も実施しています。東
京都にとっても重要な事業と認識され、「新たな多摩のビジョン」の中でも紹介されました。

混迷する多摩市の公共施設改修計画
パルテノン多摩は、その位置や規模でも多摩ニュータウン事業の象徴ですが、30 年が経過しいよいよ大規模
改修の必要に迫られています。10 年前の 40 億円の改修予算が今は 80 億に膨らみ、市議会にも特別委員会が設
置され議論が始まりました。また図書館本館は、桜美林学園が所有するアカデミーヒルズの敷地 6000 ㎡と、多
摩市が所有する旧西落合中学校跡地とを交換し、そこに図書館本館を新築する確認書が、すでに交わされていま
す。また市役所庁舎の施設の老朽化も著しく、推計 100 億円は必要な事業も控えています。
多摩ニュータウンは、主要駅に一般道を渡ることなくアクセスできるペデストリアンデッキ方式 ( 歩行者専用
歩道橋)が張り巡らされ、市内に179もの橋があり補修の時期を迎えています。各々の施設には歴史と目的があり、
みな状態が異なっています。高度成長期を支え東京に集中した、サラリーマンのベッドタウンとして誕生した街
は新たな時代に入りました。高齢化最速都市と言われる多摩市の団塊の世代が、75 歳を迎える 2025 年問題は深
刻です。今計画されている、パルテノン多摩、中央図書館、新市庁舎の 3大ハコモノは、必要最小限の機能とし、
2025 年以降の財政状況を踏まえたものとしなければなりません。これらをバラバラに議論するのではなく、全
体を鳥瞰しながらまた、多摩センターの活性化にをどうつなげていくか、議論が求められます。多摩ニュータウ
ンは都も事業主体として、今後もその責を負っていかなければなりません。

豊洲市場管理棟地下、防水コンクリー
トで対策済 !

多摩・稲城市は共に、多摩ニュータウンが所在する街です。ニュータウンの街
開きから多摩市は 46 年、稲城市は 29 年が経過し、多摩ニュータウンの再生とい
う大きな課題が浮上しています。遅れていた、南多摩尾根幹線の整備や、関戸橋
の架け替えなど都市インフラは一定の方向が見えてきました。これからは、2 市
の特色を出し、夢を実現することも必要です。そこで 3つの日本一を提案します。

●日本一の健康長寿の健幸都市
●日本一子育てしやすい教育福祉先進都市
●日本一無電柱化率が進んだ安全景観都市 無電柱化された若葉台の市街地風景介護支援ボランティア制度で介護予防
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●豊洲新市場は、食の安全を優先し、地下に水が上がらない構造に改修すること
●オリンピック・パラリンピックの総経費1兆3850億円の圧縮と透明化を図る
●都内全域の公共施設の大型太陽光パネル設置で、自然エネルギー活用の最大化によって
　原発に頼らないエネルギー政策を実現 !!
●五輪開催都市の世界常識となっている受動喫煙防止条例の制定
●多摩サービス補助施設は返還されるまでの間、市民開放の拡大
●私立高校学費の無償化の更なる推進と、公立高校給付
型奨学金の充実。中高一貫校の多摩稲城での設立

●保育施設等待機児ゼロの実現と、不妊治療助成の拡大
●区市町村の公共施設建て替え等に都の支援制度の創設

小池知事もニュータウンの再生を明言
大政党ではなく普通の都民を大切にする政治を!

石川良一が取り組むべき今後の課題

多摩・稲城市の目指す3つの「日本一都市」
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都市計画道路3・4・17号線

今から 28 年前の 1989 年白井威さんが、60 年以上にわたって稲城から確保できなかった都議会
の椅子を、確保することができました。3 期 12 年間議席を守り、稲城市は大きく発展の方向に舵
を切りました。そして 4 年前の 2013 年石川良一が当選し、稲城から都議会議員の椅子を再び確保
することができました。
稲城市は東京都の 23 区 26 市の中でも、再開発の続く都

心と比べても中央区に次いで発展力のある自治体です。し
かし都市計画道路 3・4・17 号線 ( 坂浜平尾線 ) の整備に見

られるように、道路や河川整備など都市インフラはまだまだこれからです。また市施工の土地区画整理事業 4 ケ
所、組合施工の土地区画整理事業 3 ケ所も現在進行中で、無電柱化事業なども新たに進めていかなければなりま
せん。子育ても高齢福祉対策も、都営住宅跡地を活用するなど都と力を合わせていかねばなりません。そのため
には、「発展する稲城から都議を !」は大きな目標であり課題です。

豊洲市場管理棟地下、防水コンクリー
トで対策済 !

多摩・稲城市は共に、多摩ニュータウンが所在する街です。ニュータウ
ンの街開きから多摩市は 46 年、稲城市は 29 年が経過し、多摩ニュータウ
ンの再生という大きな課題が浮上しています。遅れていた、南多摩尾根幹
線の整備や、関戸橋の架け替えなど都市インフラは一定の方向が見えてき
ました。これからは、2 市の特色を出し、夢を実現することも必要です。そ
こで 3つの日本一を提案します。

●日本一の健康長寿の健幸都市
男性の平均寿命もいよいよ 80 歳を超え、

人生 90 年時代も夢ではない時代に入りつつ
あります。同時に人生にとって大切なもの、
それは「健康」です。しかも自分自身が「幸せ」
と思えることが大切です。多摩市が提唱し
ている健幸都市実現を、まず多摩・稲城か
らスタートさせ日本一を目指しましょう。

●日本一子育てしやすい教育福祉先進都市
多摩市の市民一人当たりの公園面積は東京一、
稲城市の緑被率 ( 市がどれだけ緑に覆われている
かという数値 ) は、50% 以上であり、都庁から 25
キロ圏内の自治体としては、抜群です。しかも二
市とも、子育て、教育環境に優れ保育園待機児解
消など最大限に努力しています。この環境を活か
し教育福祉先進都市日本一を目指しましょう。

●日本一無電柱化率が進んだ安全景観都市
多摩ニュータウンは無電柱化が進んでいます。
特に稲城市域のニュータウンは、ほぼ 100%です。
この実績を活かし、小池知事の無電柱化推進を受
け、両市併せて 50% 程度に進んでいる無電柱化
を先進的に推進し、無電柱化によって安全景観都
市日本一を目指しましょう。

無電柱化された若葉台の市街地風景介護支援ボランティア制度で介護予防
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