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「時代への視点」総集編発刊にあたって
　2012年4月26日まで５期20年にわたって、稲城市長としての活動を支えていただきました多くの
市民の皆様に心から感謝申し上げます。
　市長選挙に初当選した1991年は、すでにバブル経済が崩壊し、右肩上がりの成長神話が崩れは
じめていました。それから3年もすると、計画と現実の乖離は埋めようがないものとなり、10年の稲
城市長期総合計画も見直しせざるを得ない状況となりました。このデフレ経済の基調は「失われた
20年」などと言われていますが、リーマンショックも追い打ちをかけ今も続いています。
　しかし稲城市では、現実の変化に合わせた街づくりを積極的に進めた結果、市長として仕事を始
めた当時は5万人台だった人口も退任時には８万５千人を数え、これからも人口が増加することが見
込め、成長する数少ない自治体とすることができました。また財政的にも行政改革やPFI事業も積極
的に導入し、100億円を超える基金を残して退任することができました。
　一方で市民の皆さんに対する情報発信も重要となり、市内10地区を回る市長と市民が直意見交換
する「市長懇談会」を、市長として仕事を始めた年からスタートし20回実施してきました。また「時
代への視点」というコラムを月1回休むことなく市広報に出してきました。市行政や政治に関するこ
とに限定せず、私のプライベートな体験等も織り交ぜながらまさに「時代をどう読むのか」という視
点で様々な出来事をとりあげてきました。
　このたび1992年（平成5年）5月1日の第1号から2012年（平成23年）5月1日の最終の222号まで
を、冊子として取りまとめることといたしました。文字数の関係で言葉が足らなかったものや、また
市の広報紙ということで表現を制約せざるを得なかった記事もありますが、私の20年に渡る市政へ
の思いが詰まっていると思っております。稲城市政の記録の一部としてお手に取ってご覧いただけ
れば幸いです。
　本当に有難うございました。

前稲城市長 石川良一



003

 目次

002 ……「時代への視点」総集編発刊にあたって

005 …… 001 「時代への視点」のスタートにあたり
………… 002 尾崎豊を巡る断層
006 …… 003 ジェームス三木氏を迎えて
………… 004 ボンベのガスは抜いてから
007 …… 005 伝統行事の「お日待ち」
………… 006 中上健次氏の思い出
008 …… 007 今度こそ本当の政治改革を
………… 008 二人の講師
009 …… 009 92 年稲城 10 大ニュース
………… 010 市役所の顔としての責任感をもって
010 …… 011 映画「愛の風景」にヨーロッパを見た
………… 012 クイズをひとつ
011 …… 013 深夜のニュース番組に思う
………… 014 NHK 視聴者会議に出席して
012 …… 015 上場会社の「議会」は 30 分
………… 016 旧社会主義国ロシアを訪ねて
013 …… 017 細川政権に期待
………… 018 ロックと祭り
014 …… 019 柔道着が白い理由
………… 020 '93 稲城 10 大ニュース
015 …… 021 低成長時代に突入
………… 022 稲城と川崎
016 …… 023 春の城山公園散策
………… 024 映画「シンドラーのリスト」を見て
017 …… 025 稲城市の消防力
………… 026 今、政治とは何か
018 …… 027 飲んでいるのはブレンド水
………… 028 成長する中国
019 …… 029 私の一冊「ユングの文明論」
………… 030 アジア青年市長会議から
020 …… 031 '94 稲城 10 大ニュース
………… 032 知恵は疑問から
021 …… 033 阪神・淡路大震災から学ぶ
………… 034 4 年間をふり返って
022 …… 035 市長 2 期目を迎えて
………… 036 インスタントとオウム教
023 …… 037 独裁は腐敗を生む
………… 038 仏の核実験中止を！　顔の見える日本人として
024 …… 039 防災と危機管理
………… 040 「お金」について
025 …… 041 シンプソン事件と陪審員制度
………… 042 青年市長会　災害相互応援を決議
026 …… 043 '95 年稲城市 10 大ニュース
………… 044 今年のキーワードは「責任」
027 …… 045 葬儀の風景
………… 046 映画「ニクソン」を観て
028 …… 047 やじ馬気分のマスコミの三罪
………… 048 中国の稲城県代表を迎えて
029 …… 049 行政改革は目的ではない
………… 050 オリンピックへ 5 度目の挑戦
030 …… 051 富士の峰に立つ
………… 052 多摩火工廠の歴史
031 …… 053 25 歳にして「待った無し」
………… 054 岡本行夫氏からきく

032 …… 055 '96 年稲城 10 大ニュース
………… 056 正月に読んだ 2 冊
033 …… 057 映画「大地と自由」
………… 058 新年度にあたって
035 …… 059 漫才ライブ「爆笑問題」に笑う
………… 060 消費税給付金支給について
036 …… 061 戦略を欠いたゴミ処理政策
………… 062 「匿名について」
037 …… 063 連帯責任について
………… 064 見る格闘技の危うさ 
038 …… 065 稲城一中 50 周年とこれからの 50 年
………… 066 今年印象に残った一言「性善説・性悪説」
039 …… 067 '97 年稲城 10 大ニュース
………… 068 いよいよ地方分権正念場
040 …… 069 映画「HANA-BI」を観て
………… 070 相次ぐ少年暴力の意味
041 …… 071 120 時間の猫騒動
………… 072 全国初、免震構法の大規模病院
042 …… 073 街路樹をめぐる二つの意見
………… 074 大丸瓦谷戸で壁画発見
043 …… 075 出生率低下の意外な理由
………… 076 スプーン曲げの清田君と会う
044 …… 077 金融危機の本質
………… 078 '98 年稲城 10 大ニュース
045 …… 079 最後は意地悪ばあさん青島知事退陣
………… 080 稲城市は税金が高いか ?
046 …… 081 江戸川競艇の管理者に決定
………… 082 市内循環バスについて
047 …… 083 米軍施設共同利用に追い風
………… 084 多摩・稲城両市ぎりぎりの決断ニュータウン住宅建設補助金問題
048 …… 085　エアコン無しのわが家
………… 086 映画シンプル・プランを見て「あなたなら、どうする」
049 …… 087 全国青年市長会会長として
………… 088 '99 年稲城 10 大ニュース
050 …… 089 私が選ぶ 99 年の一冊 赤瀬川原平著「優柔不断術」
………… 090 行政の構造改革を
051 …… 093 21 世紀の新技術エコセメント
………… 092 進む大学と市の提携
052 …… 093 大衆宰相小渕前総理の急逝を悼む
………… 094 サンタナのコンサートに酔う
053 …… 095 稲城は都内最低の不登校率しかし
………… 096 南武線高架化工事が再開 !
054 …… 097 カラスをめぐるごみ戦争
………… 098 下水道法制度百年を迎えて
055 …… 099 青年市長 福田昭夫氏の栃木県知事当選に感動
………… 100 2000 年稲城 10 大ニュース
056 …… 101 稲城の成人式は ?
………… 102 身体文化を見直そう
057 …… 103 「地球学」のすすめ
………… 104 「渋み」を増したボブ・ディラン
058 …… 105 東京都市長会に企画政策室設置
………… 106 昭和 34 年、稲城市は合併寸前に
059 …… 107 参議院に参考人として出席
………… 108 稲城では大地震の死者 14 人を想定
060 …… 109 両陛下、稲城の土を踏まれる
………… 110　職員採用面接官に民間人登用の意味



004

061 …… 111 稲城の財政は ?
………… 112 2001 年稲城 10 大ニュース
062 …… 113 市長現場体験レポート 1 救急車に乗る
………… 114 石原都政について
063 …… 115 多摩市長 逮捕される
………… 116 「日本の福祉を考える」
065 …… 117 学校週 5 日制で、生きる力を
………… 118 注目される代替医療
066 …… 119 「赤テント」を 30 年ぶりに観る
………… 120 私の「決め事」ぎっくり腰で記録中断
067 …… 121 8 年ぶりの中国 その「光と影」
………… 122 公務員の退職金制度は危機的状況
068 …… 123 全国行政サービス度ランキング 698 市区中 8 位
………… 124 2002 年稲城 10 大ニュース
069 …… 125 今年の 1 冊 早乙女貢氏著「会津士魂」
………… 126 冬の坂浜・清水谷戸を歩く
070 …… 127 4 年間を振り返って
………… 128 「清潔文化」を問い直す
071 …… 129 石原知事に直接三多摩の課題解決を要望
………… 130 江戸川競艇事業合併を提言
072 …… 131 今日から新学期 7・13 事件を教訓に！
………… 132 選挙公約「マニフェスト」について
073 …… 133 36 年ぶりの法隆寺探訪
………… 134 初めてのヨーロッパ
074 …… 135 2003 年稲城 10 大ニュース
………… 136 映画「ラストサムライ」を観て
075 …… 137 「くしゃみ」でギックリ 腰痛でガックリ！
………… 138 全国初 ! 東京の 39 市町村が共同事業スタート
076 …… 139 「平然と車内で化粧する脳」とは…？
………… 140 東京新聞 上田記者に逆取材「イラクから人質となった 3 人と帰国」
077 …… 141 三位一体改革に思う !
………… 142 改めて小泉総理訪朝の意味を問う
078 …… 143 北欧の年金・福祉施策を視察する
………… 144 ごみ指定袋制（有料）にご協力を !
079 …… 145 稲城の住みやすさ 全国第 5 位 !!
………… 146 1700 人参加 10 年ぶりの総合防災訓練
080 …… 147 2004 年稲城 10 大ニュース
………… 148 元日・国立競技場でヴェルディ優勝に酔う
081 …… 149 ゲバラの青春を描いた映画を観る
………… 150 炎の指揮者 小林研一郎氏のコンサートに感動
082 …… 151 本格的な論戦に 容器包装リサイクル法改正 !
………… 152 職員厚遇問題について
083 …… 153 JR 西日本 脱線事故に思う
………… 154 教育問題を国会議員と熱く語る !
084 …… 155 新宿コマ劇場でロックミュージカルを観る
………… 156 岩倉使節団「米欧回覧実記」から現代を問う
085 …… 157 広域処分組合の管理者に
………… 158 これからの国際交流を考える
086 …… 159 2005 年稲城 10 大ニュース
………… 160 耐震強度偽装マンション問題について
087 …… 161 遠藤市蔵さんの青春日記を読む
………… 162 マンション偽装問題 石原知事の決断で決着 !
088 …… 163 注目度 No.1 の市に
………… 164 都市長会会長の 2 年間を振り返って
089 …… 165 市立病院優良病院に選ばれる !
………… 166 中央図書館 開館まで苦節 15 年 !
090 …… 167 孤独死ゼロを達成する自治会

………… 168 武術家甲野善紀氏の身体技法に注目 !
091 …… 169 大丸南区画整理完成 区画整理で美しい街並みを！
………… 170 飲酒運転は犯罪 被害者の叫びに耳を！
092 …… 171 2006 年稲城 10 大ニュース
………… 172 稲城の成人式は大成功！
093 …… 173 迷走する国のリサイクル対策
………… 174 任期 4 年間を振り返って！
095 …… 175 伝統としての「型」を生かす
………… 176 提案が実現へ！ 介護支援ボランティア制度
096 …… 177 ストラスブールの欧州評議会で講演！
………… 178 プロボクシング観戦記 坂田健史選手 
………… 178 WBA 世界フライ級統一チャンピオンに！
097 …… 179 野沢温泉村宿泊体験学習に参加して
………… 180 この秋お薦めの一冊「日本を滅ぼす教育論議」
098 …… 181 舛添大臣の発言に異議アリ！
………… 182 石原知事に直接提言！
099 …… 183 2007 年稲城 10 大ニュース
………… 184 モンゴル国立馬頭琴交響楽団の演奏に感激
100 …… 185 自民党介護委員会で意見陳述を行う！
………… 186 来年実現！稲城大橋無料化とスマートインター開通
101 …… 187 政策集団「せんたく」に参加
………… 188 額賀財務大臣の前で意見陳述
102 …… 189 市民の皆様に深くお詫びします
………… 190 南山東部土地区画整理事業に思う
103 …… 191 稲城の消防体制は単独を維持！
………… 192 二宮清純氏の講演を聞く
104 …… 193 この秋の一冊 武田邦彦著「偽善エコロジー」
………… 194 三宅島復興 バイクイベントに参加！
105 …… 195 2008 年稲城 10 大ニュース
………… 196 ザ・ニュースペーパーを観る
106 …… 197 稲城市の将来人口伸び率は全国 5 位！
………… 198 今、政治のリーダーシップが問われている！
107 …… 199 稲城市が住みよさ日本一に！
………… 200 小金井市の可燃ごみ受け入れの経緯について
108 …… 201 稲城市立病院の経営改善は正念場！
………… 202 市民との協働で犯罪発生件数が低減！
109 …… 203 稲城市立中央図書館が準グランプリ獲得！
………… 204 歴史的 政権交代から 政権運営へ！
110 …… 205 待望のｉプラザオープン
………… 206 ビヨンセの歌と踊りに圧倒されて！
111 …… 207 2009 年稲城 10 大ニュース 
………… 208 木村恵泉女学園大学学長から聞く
112 …… 209 新政権の「子ども手当」政策を問う！
………… 210 稲城大橋無料に！そして新年度始まる
113 …… 211 i バス料金値下げ！ 今年の市予算の特色
………… 212 作家立松和平氏の死を悼む
114 …… 213 事業仕分けいよいよ稲城市で実施！
………… 214 憲政史上初、多摩地域から総理誕生 しかし？
115 …… 215 クリーンセンター多摩川 塩酸漏洩事故発生
………… 216 不明百歳高齢者とコミュニティーを考える
116 …… 217 これからの 10 年の「基本構想」決定！
………… 218 市民の皆様にお詫び申し上げます
117 …… 219 2010 年稲城 10 大ニュース
………… 220 迷走する子ども手当
118 …… 221 市民運動家の総理が日本を駄目にする！

119 …… 20 年間ありがとうございました！
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広報いなぎ
平成4年5月1日号掲載

No.1

広報いなぎ
平成4年6月1日号掲載

No.2

「時代への視点」のスタートにあたり

尾崎豊を巡る断層

001

002

　今月から広報紙を毎月1日と15日に発行することにしまし
た。広報紙は、市の顔でもあるわけですから、なるべく分かり
やすい日に発行しようということで、月の初めの1日と中日の
15日としました。また、私も市長に就任してちょうど一年が過
ぎ、良い機会なので故森直兄市長に習って「時代への視点」
というタイトルで簡単なコラム記事を掲載させていただくこ
とにしました。 
　市民の皆さんと直接お話しをする市民懇談会制度もス
タートしたばかりで、一人でも多くの市民の皆さんの声を聴
く機会を持てればと思っていますが、おのずと限界がありま
す。このコラム記事によって、「市長はどんな考え方で市政
を進めて行こうとするのか」という声に少しでも答えられれ
ばと思っています。 
　故森市長は「おもうこと」というタイトルで昭和46年8月1
日から昭和62年4月5日までの16年間に、全部で177回連載し
ておられました。 
　森さんの「おもうこと」は人間味にあふれた名文ばかりで
したが、私のほうは雑文になってしまうかもしれません。 
　まずその姿勢だけでもまねたいということで始めてみます。

　今から6年、7年前だったと思いますが、車を運転中に初め
て尾崎豊の「卒業」を聞きました。 
　私は、グループサウンズとは違う新鮮な懐かしさのようなも
のを曲に感じたのを覚えています。 
　青春時代の戸惑いややるせなさ、強い自意識やしゅう恥
心を、昔のにおいをかいだときのように思い起こさせてくれ
ました。いわゆるプロテストソングという印象ではありませ
んでした。 
　今回の事件で驚かされたことは、中、高校生や特定の世代
の人にはよく知られていながら、大人には、ほとんど知られて
いない人も珍しいのではないかということです。 
　何か大人社会と若者社会とで一人の歌手を巡って、その
受け止め方に大きな断層のようなものがあることを感じま
す。多分詩の中に「落ちこぼれ」や「ツッパリ」といわれる若
者たちの心情を歌っているからかもしれなせん｡ 
　しかし、そういった表面的な印象で、大人社会が切り捨て
てきたとすればそれは健全ではありません。尾崎豊を巡る断
層は、情報の問題ではなく感性の問題かもしれません。 
　青少年教育を考えるとき、数万人の若者を瞬時にして集
めてしまうほど尾崎豊が慕われる意味を知る必要があるで
しょう。
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広報いなぎ
平成4年7月1日号掲載

No.3

広報いなぎ
平成4年8月1日号掲載

No.4

ジェームス三木氏を迎えて

ボンベのガスは抜いてから

003

004

　稲城市では初めての試みとして、5月に「まちづくりシンポジ
ウム」を開催しました。その目的は、市内で進んでいる区画整
理などのまちづくりの実態について総合的に正確に市民の皆
さんに知っていただこうというものです。ゲストとして、脚本家
のジェームス三木氏に基調講演をお願いしました。三木氏は、
今回のテーマであるまちづくりについて、脚本を書く際の主役
作りに例えて話されました。 
　一、主役には、個性がなければならない。しかし考えてみる
と個性とはその人の欠点や短所であったりする。短所は見方を
変えれば長所たり得るのである。 
　二、主役には、トラブル解決能力がなければならない。教育
の目的は、最終的には知識の詰め込みではなく、トラブル解決
能力を身につけることではないか。 
　三、主役には、その人独自の人生観や哲学がなければなら
ない。言わば人間としての厚みや深さがなければならないので
ある。 

　この主役たり得るような人を育てることが、本来のまちづくり
ではないか。だからまちづくりは人づくりである・・・と。 
　いまの時代を解明するうえで示唆にとんだお話しとして、聞
かせていただきました。 
　生きるということは、トラブルを抱え込むということで、事な
かれ主義では、主役どころか、脇役もまわってこないということ
でしょう。

　6月22日、市のごみを中間処理している多摩川衛生組合で
かなり大きな爆発事故がありました。原因は、まだ定かでは
ありませんが、家庭用のガスコンロのボンベによるものと思
われます。 
　かつては、携帯用のプロパンガスボンベによる爆発事故が
頻発しましたが今は、より小型化しており、発見がなかなか困
難になっています。 
　今回の爆発では、人的被害は運良くありませんでしたが、数
十メートル離れた強化ガラスが爆風で割れるほどのすさまじ
さで、被害額は1,600万円以上、修復に7日も要し、その間粗大
ごみの収集をストップせざるを得ませんでした。 
　かつて「私作る人、僕食べる人」というテレビコマーシャル
がひんしゅくを買いましたが、「私（市民）自由にごみを捨てる
人、僕（役所）全部処理する人」というのでは市民自治は、お
題目にしか過ぎなくなってしまいます。修繕に費やした1,600
万円の費用全額が、市民の皆さんの税金であり、捨てるごみ
に責任をもっていただかないと、こうした事故は防げません。 

　環境問題や資源の有効利用という観点からも、リサイクル
は重要な課題です。その実を上げるためには、市民参加が重
要です。教育問題にしても地域福祉の充実にしても行政と市
民との連携の善し悪しが街の善し悪しに直結することになり
ます。
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広報いなぎ
平成4年9月1日号掲載

No.5

広報いなぎ
平成4年10月1日号掲載

No.6

伝統行事の「お日待ち」

中上健次氏の思い出

005

006

　1人120円で飲んだり食べたり世間話をしたり、時には歌った
り、持ち回りで各自宅を宿に半日が過ごせる、15軒の隣近所の
男たちだけの懇親の場、これがお日待ちです。いや正確には、
稲城市坂浜鶴巻上地区の「お日待ち」と言い直したほうがよい
でしょう。市内でもお日待ちを続けているところは数少なくなっ
てきているようです。 
　集められた1人120円なりは、講として積み立てられることか
らしてかなり古くから行われているようです。年に3回大体午
後の2時ころから始まって夕暮れ時までですが、この大体とい
うところに伝統を感じます。 
　父が若くして脳いっ血で倒れてしまった関係でわたしは20
歳を少し過ぎたぐらいから父の代わりに、このお日待ちに出席
しています。今、40歳になりましたが、それでもまだ一番若い
メンバーです。若いころは「付き合い」という義務感で参加し
ていたことや、年代の違いなどによって、「古臭い」とか、「退
屈」だとか感じ、もう、止めてもいいんではと思ったこともあり
ました。 

　しかし今は、一度止めてしまえばこういう風習はなかなかつ
くれないし、隣近所の付き合いも薄れてきている時だからこそ
と積極的に評価するようになりました。目先の利害・損得で集
うのではない良さというのが分かってきたのです。 
　念のために、女性には「お念仏」という似たような集まりがあ
ります。

　戦後世代の芥川賞作家中上健次氏が8月12日に46歳で逝
きました。 
　実は、2年前に中上氏とは八王子市の居酒屋で長時間にわ
たって話をする機会がありました。既にあのころから体が蝕ま
れつつあったことを思うと、心痛む思いがします。氏は、店に来
る前にワインをかなり飲んで来たとのことでしたが、酒豪のう
わさどおり文学や政治のことを飲んでは語り、語っては飲むと
いう豪快なものでした。 
　氏の話の中で、今でも記憶に残っていることがあります。氏
は、和歌山県新宮市出身ですが「あんたのような東京で市議
会議員をやっている男が俺の田舎の市長になるなんていう時
代がそのうち来るよ。そう、もっと自由に発想していいんだよ」
また「文学をやろうとする者は、あらゆるものから自由でなけれ
ばいけない。 
　自由というのは重いし、厳しいんだよ。最近売れている作家
なんか、あれは、作家ではないんだよ。ああいうのはライターっ
ていうんだよ」という言葉でした。 

　ちょうど永山則夫の入会を拒否した日本文芸家協会に抗議
し、中上健次、筒井康隆、柄谷行人氏が脱会した後だったと
思います。その論争の中で言われた「自分だって人を殺すかも
しれないという認識や想像力のない者が小説を書いてはいけ
ない」という話と、中上氏が言っていた「自由」の意味が今も心
に残っています。
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広報いなぎ
平成4年11月1日号掲載

No.7

広報いなぎ
平成4年12月1日号掲載

No.8

今度こそ本当の政治改革を

二人の講師

007

008

　戦後47年を過ぎた今日ほど、政治への国民の信頼が揺らい
でいる時期はないでしょう。私もこのコラム欄では、大上段に
振りかざしたような物言いは避けたいと思っていたのですが、
地方自治体の政治の分野で活動する者として、一言申し述べ
たいと思います。 
　金丸前自民党副総裁への佐川急便からの５億円献金問題
と、その処理が政治不信の引き「金」になっています。ここ数
年だけでも、リクルート事件、共和汚職がありました。しかし、
一部の政治家がスケープゴード（身代り）のごとく辞職したり、
追放されただけで、こういう結果をもたらした原因は何一つ取
り除くことはできませんでした。 
　ロシアはエリツィン大統領を中心に、この一年間急進的な経
済改革を推し進めてきました。しかし、どの施策もことごとく失
敗に終わったようです。 

　日本で考えられているような、改革派=「善」保守派=「悪」
という単純な構図ではないようです。ロシア国内では、大小の
独占と特権がはびこっていて、日本の戦後のような財閥解体
や農地開放といった経済社会システムの根本的な改革がない
ままに、急進的な改革を進めてきたことが、失敗の最大の原因
のようです。 
　日本の政治への信頼を回復するためにも、政治倫理の確立
とシステムの改革が必要で、さもないと同じことが永遠に繰り
返されることになります。

　市町村長中央研修会に今年初めて参加しました。 
　五人の講師が招かれ、その一人英国のサッチャー前首相の
講演は、約70分でしたが、最初の30分で基調講演を行い、残
りは質問に答えるというものでした。経済、環境問題をはじめと
して多方面からの質問に、てきぱきとユーモアをもってしかも
力強い語調で一つ一つの質問に明快に答える姿が、「鉄の
女」と呼ばれるゆえんではないかと思いました。 
　もう一人印象に残ったのは、女性だけの人材派遣会社代表
の奥谷女史でした。「地方の市長村町さんがいっぱい来てい
ますが、嫁不足が大きな課題だと思います。地方の農家も、車
もあれば家もあり、十分豊かになっていると思います。私に言
わせれば、若い女性が田舎の農家にお嫁に行かない最大の理
由は、田舎の冠婚葬祭をはじめとする因習や付き合いにあると
思う。田舎は人間関係が煩わしすぎる。」と、冒頭から一発く
らってしまいました。「今、若い人が確実に変わってきている。

　特に「冬彦現象」などと言われるが若い男性が確実にマザ
コン化している。それと年功社会が崩れつつあること。コン
ピュータや企画セクションなど、年をとればとるほどだめに
なってしまう職種が増えている。今までの年功にとらわれずに
若い職員を活用することと、感性を磨くことが大切である。」 
　自治省の主催でしたが印象に残った講師が二人とも女性で
ありました。
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広報いなぎ
平成5年1月15日号掲載

No.9

広報いなぎ
平成5年2月1日号掲載

No.10

92年稲城10大ニュース

市役所の顔としての責任感をもって

009
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　年頭にあたり、過ぎ去った平成4年（1992年）を振り返って
再確認し、新たな出発にしたいと思います。 
　皆さんにとって平成4年はどのような年でしたでしょうか。稲
城市でもいろいろなことがありました。私の独断で1992年を10
大ニュースとして総括してみたいと思います。 

1	 	公園と一体化した屋内運動施設として、稲城市立総合体
育館（8280平方メートル）がオープン。また城山文化セ
ンター、城山小学校もオープン。	

2	 	長年の念願であった京王線稲城駅に快速電車の停車が
実現。	

3	 	生産緑地法の一部改正により69.6％の農地が生産緑地
指定の申請。	

4	 	パソコン・ワープロ通信　稲城ハートフルネットがオー
プン。	

5	 	市民公募の日米親善ゴルフ大会（多摩ヒルズゴルフコー
ス）を2回開催。市民237人が参加。	

6	 市の人口が4月に6万人を超える。	
7	 	空き缶、空きびん、ペットボトルの市による直接回収ス
タート。	

8	 新教育委員に有田かほる氏、玉田元康氏を選任。	

9	 市役所が完全週休2日制に。	
10	市長の資産公開条例が可決。	

　来年のこの欄に素晴らしい成果を記すことができるよう頑
張ります。

　私は、一昨年市長に就任した際に職員に対して「一つ一つ
の仕事や行事に、体に血が通うように息吹を吹き掛けてもらい
たい。形式にとらわれ過ぎて形骸化するようなことがないよう
にしてほしい。また、職員一人ひとりが個性を発揮して、顔が
見えるような仕事をしてもらいたい」という趣旨の話をいたしま
した。 
　そして昨年の年頭には「仕事に目標をもってもらいたい。興
味とこだわりをもって、仕事の実現に喜びを見いだしてもらい
たい。」と。 
　今年は、具体的に二つのことを提案しました。 
　一つは「市役所の一職員という意識（ワン・オブゼム）では
なく、一人ひとりが市役所の顔としての自覚と責任感をもつこ
とが大切です。市民が直接職員と面談するときは胸に名札が
付いていますが、電話の際は受信発信にかかわらず、先に自
分の所属と名前を相手に告げてから対応すること。そのことが
最終的には市民サービスの向上につながるはずです」 

　もう一つは「バブル崩壊以後の景気後退が、市財政にも大
きく影響を与えつつあります。事務の効率化、無駄の排除は今
に始まったことではありませんが、特に今年は厳しく経費の削
減を実施してもらいたい」と。 
　言うは易し。実践あるのみ!私自身も常に心して市政に取り
組みます。
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広報いなぎ
平成5年3月1日号掲載

No.11

広報いなぎ
平成5年5月1日号掲載

No.12

映画「愛の風景」にヨーロッパを見た

クイズをひとつ

011

012

　新年に入って初めて映画を見ました。わたしの趣味と呼べ
るようなものは、空手と映画くらいかもしれません。もっとも
師範からは、空手は「一生を通じての修行」ということで、趣
味とかスポーツとかの概念に含めることを禁止されています
ので、映画は本当に数少ない趣味のうちの一つということに
なります。 
　日曜日の公務が終わった夜に、映画を見るという目的のため
だけに銀座まで出て、シャンテ・シネ1に開演ぎりぎりの時間に
駆け込みました。映画の題名は「愛の風景」スウェーデンの巨
匠イングマル・ベルイマン脚本ビレ・アウグスト監督作品の
1992年カンヌ映画祭グランプリ作品です。 
　大変せりふの多い映画ということをあとで解説書を読んで
から気がつくほど、飽きずに３時間近く引きつけられました。原
題は「善意」だそうですが、愛、善意、悪意、嫉妬が重なりあっ
て、アメリカ映画にはない人間の暗部、矛盾、葛藤が描かれて
おり、心にずっしりとくる映画でした。 

　それにしても、ヨーロッパは南北があるとはいえ、基本的に
寒いところだということを、アウグスト監督の前作「ペレ」のと
きと同様に感じました。厳しい寒さに耐える力がバイキングや
ゲルマン、アングロサクソンの力の源泉かもしれません。 
　近代文明は、自然を克服、支配するという衝動につき動かさ
れてきたことが伝わってくるような気がします。

 「大学生3人が旅先で急に雨に降られてしまい民宿に泊まる
ことになった。宿泊料は1人1万円で合計3万円ということで宿
のおかみさんと話がついた。おかみさんは3万円を持って奥に
いた主人に報告すると、宿の主人は学生さんということでお金
があまりないだろうから3人で5千円まけてやろうということに
なり5千円をおかみさんに渡した。おかみさんは3人に5千円返
すということは、割り切れないから1人千円ずつ、合計で3千円
返し、残りの2千円を自分の懐に入れてしまいました。 
　そこで問題。1人千円ずつ返してもらったということは最初に
払う予定の3万円のうち3人で2万7千円払ったことになる。 
　おかみさんの懐には2千円入っているわけですが、残りの千
円はどこに行ってしまったのでしょうか。」 
　これは稲城市の消防団の家族のための慰安会に出演してく
れた芸人の「青空うれし」さんが教えてくれた一種のトリック
です。3人で2万7千円で泊まったということと、お金が誰の懐
にいくらあるのかという話の筋の違うことを一緒にした話で答
えのない問題なわけです。 

　賢明な市民の皆さんはこの程度のトリックには引っ掛かかる
訳がないと思っているかもしれません。ただ数字では引っ掛か
からなくても、理屈ではより引っ掛かり易くなるわけです。混ぜ
合わせの理屈や、詐欺まがいの商品販売にご用心。
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広報いなぎ
平成5年6月1日号掲載

No.13

広報いなぎ
平成5年7月1日号掲載

No.14

深夜のニュース番組に思う

NHK視聴者会議に出席して

013

014

　私は、お酒を飲んで家に帰ると、もう何もする元気がなく、
すぐに寝るかテレビを漫然と眺めていることが多い。ところが、
これは私だけかと思ったら、大方そんなものというから、飲酒
の損失は大である。ということで久米宏、筑紫哲也、木村太郎
さんたちと、毎夜のようにご対面ということになります。 
　ここ数年の世界での最大の変化は、イデオロギー対決の終
えんです。イデオロギーの対立は、絶対的に正しいことと、間
違ったこととの対立であり、終わりのない闘いです。しかし、今
は差異の闘いとなりつつあります。現在論戦が繰り広げられて
いる政治改革や選挙制度改革でも、絶対に正しい改革などな
く、どの案もそれぞれに優れた点と弱点をもっています。何が
より国民世論を正確に反映できるものなのかということになり
ます。 

　ところが、昨今のキャスター諸氏は解説というより皮肉、揚
げ足取り、無いものねだりのようなコメントが目につきます二大
政党の時代とは、自らの弱点と優れた点を知りつつ、どちらが
より優れているのかという論議の場であり、ニュースキャス
ター諸氏は、弱点を知りつつ論陣を張るような思考方法を取る
ようにならないと、二大政党制などは絵に書いた餅と化すので
あります。 
　日本のマスコミは、今という時代を大局的に変革すべきなの
か、それとも現状維持なのかを見極める必要があり、選択した
ら後戻りをしない論議を期待したい。

　去る6月4日NHK東京都視聴者会議が開催されました。視
聴者代表として、NHKの番組について川口会長に対して自由
に意見が言えるということなので委員を引き受けました。ほか
には、猪口邦子上智大学教授や作家の神津カンナさん、森ミ
ドリさん、連合の山田精吾事務局長をはじめ各界からの15人
です。 
　今回私は、「NHKの番組では、スペシャルや特集は非常に
楽しみにしているし、高く評価できる番組を多い。しかし、最近
のドラマは全体的に面白くない。特に朝の連続ドラマの「ええ
にょぼ」はテンポや間の悪さは時代遅れとしかいいようがなく、
さすがについて行けなくなり、とうとう見るのをやめてしまっ
た」「日曜日の朝の政治討論番組は、出演者一人ひとりが平均
して話す分だけテンポが遅く、討論ではなく演説会になってし
まっている。だから突っ込んだ議論にならない。また、キャス
ターは少しコメントを言った方が良いのでは」 

　最後に「NHKも組織が大きいから一つの番組に対して
チェックが多すぎることはないか。役所が主催するイベントの
ように、あまり多くの人の意見やチェックが入ると個性をそぎ
落とされて平板なものになりやすい。会長などの直属の番組も
あってよいのでは」という意見を言わせていただきました。 
　まだ後2回あります。これだけはぜひ言ってほしいという意
見がありましたらお寄せください。
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広報いなぎ
平成5年8月1日号掲載

No.15

広報いなぎ
平成5年9月1日号掲載

No.16

上場会社の「議会」は30分

旧社会主義国ロシアを訪ねて

015

016

　「お役所仕事」という言葉は、悪い仕事の仕方の代名詞のよ
うに使われています。今、民間の知恵や活力を導入することが
盛んに行われています。稲城市役所でも、デパートの店頭に
立ってサービスを学ぶ新入職員研修を始めました。 
　民間を代表する組織が株式会社で、その代表が社長です。
それでは行政の長である市長と社長の違いをチェックしてみ
ましょう。 
　市長は4年に一度の選挙で選ばれますが、社長は日本では
世襲による場合が上場企業でも多々見られます。 
　市長には人事権が与えられています。しかし、解雇は本人
の健康や、起こした問題以外の理由ではほとんどできません。
降任、降格も例外を除いては同様です。反面、社長は解雇も
降格も可能です。「議会」と「株主総会」の大きな違いは、上
場企業でも株主総会（=議会）は1年でたった30分。議会は定
例だけでも年4回。第1回は1カ月近くになります。年間180日も
議会を開催した市長もいます。そして市議会で取り上げられる
テーマも道の補修など身近な事から、軍事、国際問題まで多
彩で、過去の事でも時効はありません。 

　そう考えてみると会社の議会（株主総会）が30分というのは
形式だけで、実質的には機能していないということです。株式
会社の監査機能の強化が言われていますが株主総会の異常
は、経済一流、政治三流と言われている我が国ですが、経済
も政治並みということかもしれません。

　7月26日から8日間、多摩移管百周年記念事業のハバロフス
ク自然探検隊員100人とともに、初めてロシアに入りました。私
は、20世紀の社会主義が残したものに興味がありました。 
　まず最初に感じたことは、冬の寒さはすさまじいそうです
が、夏は昼も夜も意外に蒸し暑かったことです。つかの間の夏
を待ち望んでいた草木や小動物が一斉に活気づく季節で、蚊
の攻勢には悩まされました。 
　歴史を感じさせる建物は、役所や軍施設ばかりで、その他
の住宅などはメンテナンスが悪く、ただ古めかしいだけに感じ
られました。かなり痛んだ道路の両側には、ポプラや白樺など
の街路樹が大きく育ち、その街路を日本製の中古車がたくさ
ん走っていました。商店に並べられた品物は、私たち日本人の
感覚では質・量共に満足のいくものではありません。ただ、飲
み物やスナック菓子などを扱う小さな店が目につきました。 
　人 は々、北国のせいか日本人のように比較的寡黙で、街で
声を掛けられることも少なく、笑ったり騒いだりしている様子
も、あまり目にしませんでした。 

　ロシア人との接点と言えば、もっぱら3人の通訳でした。大
学に入ったばかりの学生でしたが、動きは全体に緩慢で積極
的に仕事をしようという意欲が見受けられず、いわば、言われ
たことだけをするという態度でした。好奇心に乏しく通訳として
ほとんど役に立たないときでも、動じる風がありませんでした。
大陸的と言うのかもしれませんが、彼らは若いのに「老人」の
ように見えしかも「役人」のようでもありました。 
　私には、3人の若者が今のロシアを象徴しているように思え
てなりませんでした。
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細川政権に期待

ロックと祭り

017

018

　1955年以来続いてきた自由民主党政権に替り新たに細川
政権が誕生しました。わたしはかつて「自民党政権は徳川幕
府のように200年以上続く半永久政権ではなかろうか」などと
思ったこともありました。細川政権の誕生は、政治の分野の変
化というだけではなくひとつの時代の象徴のように思えてなり
ません。 
　戦後のわが国は、第二次世界大戦時に確立した中央集権
体制を戦後もそのまま残し、ひたすら経済成長に集権の効率
性を生かしてきたといえるのではないでしょうか。しかし反面、
東京一極集中をもたらし、東京は、過密による環境の悪化、自
然の喪失、人間関係の希薄化など多くの問題を生み、地方は、
過疎、若者の流出、雇用の場の喪失などにより、国内で多くの
格差が生じてしまいました。 
　そしてこの一極集中にみられる弊害は、教育界の偏差値へ
の集中やお金万能にみられる集中などの社会現象を生んでき
ました。 

　細川首相は、熊本県知事時代から政策でも著書でも地方の
時代を訴え、中央に従属する地方ではなく、自立する地方の時
代の確立を訴えてきました。国際社会で生きていくためにも、
集中による弊害を是正し、公正や地方分権の制度化を推進す
る必要があろうかと思います。 
　自ら治める自治の時代を確立するために、細川政権の具体
的な施策の実現に大いに期待すると同時に、地方自治の第二
ステージに入りつつあることをしっかりと見据えていきたいと
思っています。

　今年は、多摩地区が神奈川から東京に移管されて百年目に
当たり、記念事業がたくさん開催されていますが、11月7日を最
終日として幕を閉じようとしています。このような特別な記念事
業以外にも市内では毎年、イベント-祭りが開かれています。春
のガーデンシティ稲城に始まり、芸術祭、各地区の盆踊り大会
村祭り、運動会、産業祭り、文化祭など一年中欠かすことがあ
りません。さらに個人的な「誕生祭」まで含めれば、私たちの
生活はお祭りに囲まれているといえます。 
　先日行われたロックコンサートの中で聖飢魔Ⅱのリーダー、
デーモン小暮さんが「昔から若者は大人たちの世代に反抗し
てきた。春に苗を植え、秋に収穫して、余裕ができた秋に大人
たちへの不満や日ごろのうっぷんを晴らすために、祭りが若者
によって行われてきた現代の若者の祭りがロックではないか。 
　しかし、同じ祭りでも伝統的祭りと名前が付けば、関西の
「だんじり祭り」のように毎年何人も死者やけが人が出ても、
伝統だからで収まってしまう。ところが、ロックコンサートで何
年かに一度、人が将棋倒しで死んだりすると大騒ぎになり目の
敵にされる」という話しをされました。 

　祭りには、ある種の「危険」やロックコンサートのように共に
歌い踊ることも必要なのかもしれません。 
　祭りもますます多様化の時代を迎えていますが稲城全市民
が一日、「今日は祭りだ」と実感できるような、新しい祭りの創
出が待たれます。その時のキーワードは「参加」でしょう。
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柔道着が白い理由

'93稲城10大ニュース

019

020

　今、国際柔道連盟では柔道着をカラー化すべきか否かの議
論が巻き起こり、武道としての伝統を守りたい日本は四苦八苦
しています。今のところカラー案は否決されていますが、資金
問題も絡まって今後は予断を許さないようです。 
　武道の空間は、修行の場と考えられています。ですから、修
行をする場を道場と呼んでいます。道場の内と外とは遮断され
ていると考えられています。道場に一歩入ると外の世俗の価
値観である人の地位、身分、貧富、男女、老若も関係ない場で
あり、どれだけ柔道という道に励んでいるかという、級や段だ
けがその人の評価となり、それ以外は全く平等です。 
　ですから、柔道着と帯以外は身につけてはいけないのです。
当然、柔道着の色も人によって違ってはならない訳ですし、身
に付ける道着は、裸になってゼロからのスタートということを意
味し、どんな色にも染められる純白でなければならないので
す。白の意味をあえて述べれば以上のことになります。 

　歴史的、伝統的文化というものは、現代人にとって必ずしも
すべて好ましいものばかりとは限りません。言葉や習慣もすべ
て現代人の尺度で決められたものではないのです。現代の価
値に合わないからといって、すべて切り捨ててしまったら伝統
も文化も残りません。 
　長く受け継がれてきたことには深い意味があり、今理解でき
なくても、分かるときが来るかも知れないのです。

　21世紀に向かって時は刻一刻と過ぎていきますが、平成5
年（1993年）の出来事を振り返って、新たなスタートを切りた
いと思います。私の独断で昨年に引き続きまして、この一年を
10大ニュースとして取りまとめてみたいと思います。 

1　市長の資産公開、東日本で最初の自治体となる。	
2　2人目の女性教育委員として、石黒民子氏を選任する。	
3　	多摩川衛生組合、新体制成る。多摩市が離脱し、新たに
府中市が加入する。	

4　	資源ごみ直接回収、市全域に拡大して実施月1世帯当た
り1.7キログラム回収する。	

5　	多摩らいふ21事業、多摩各地で展開。稲城市でも多彩
な催し。「国際文化フェスティバル」「ロックバトルイン
稲城」「第九を歌う」などに大勢の市民が参加。多摩新
時代の創出を確認する。	

6　	総合体育館オープンから1年、9月末で利用者が11万人
を超える。

7　	消防署に、救急救命士が同乗する高規格救急車を導入
し8カ月、病院に950人を搬送。	

8　	JR南武線3駅連続立体化事業と駅周辺区画整理事業の
認可を得る。具体的な作業に着手。	

9　	夏に、衆議院議員選挙と都議会議員選挙を実施、新しい
政治のうねり。	

10		市立病院で医療事故全力をあげて改善に向け体制の強
化を行う。	

　以上ですが、来年もこの欄に素晴らしい成果を記すことが
できるよう、頑張ります。
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低成長時代に突入

稲城と川崎

021

022

　平成6年も既に1カ月が過ぎましたが、事務始め式の職員へ
の訓示の概要を記しておきたいと思います。
　「平成6年の新しい年を迎えましたが、非常に厳しい経済
状況、財政状況が続き、常に拡大・成長を前提とした社会か
ら、本当に実のあるものを追求する時代へと急激に変わりつ
つあります。 
　今こそ発想の転換が求められています。 
　民間企業においては既に改善を進めています。遅れがちな
行政体にあって、稲城市は一日も早く時代に適応する組織の
対応が迫られています。 
　予算編成にも、すべてに拡大していく時代は終わり、事業を
見直し縮小すべきものは縮小し、新規事業については中身を
見定めながら取り入れる時代に入りつつあります。
　具体的には、一点目として、職員一人ひとりが問題意識を持
ち日々の仕事を見直し、市民サービスの向上のための改善や
経費節約のための知恵を出し、それを集約し市役所全体の知
恵とするよう取り組むこと。
　二点目として、難しい仕事、懸案の事項にチャレンジし、集
中的に取り組むこと。机の中にしまい込んでしまった仕事を再
点検すること。

　三点目に、コミュニケーションを常に心がけ、自分の仕事、
他の職員の仕事を理解し、正しく表現し、そして伝達とキャッ
チをしっかりやってほしい。の三点です。」
　もとより、この三点については市長である私を含めた理事
者、幹部職員が一体となって押し進めなければならないものと
深く自覚し、市政運営を行ってまいりますので、市民の皆様の
より一層のご理解、ご協力をお願いいたします。

　私は坂浜に生まれ育ったこともあって、お隣の黒川の山や川
でよく遊んだものです。今、社会教育施設になっている黒川分
校のことを、自分もほとんど分校のような稲城町立二小に通っ
ていながら「川崎には山の中にこんな小さな分校があるんだ」
などと思っていたのだから気楽なものでした。 
　また、向原には大きな用水の池があってフナやハヤを釣りに
弁当を持って出掛けたものでした。中学に入ってからは、陸上
部に所属していたものですから、土曜や日曜日は自主トレとい
うことで栗木や柿生の山中を駆け回っており、稲城や川崎とい
う区分はほとんど感じませんでした。 
　先日、初めて川崎市が主催する「川崎市シンポジウム地方
政府政策」のパネラーに招かれ、発言する機会をいただきまし
た。川崎市と稲城市は人口も財政規模も雲泥の差があります
が、南武線の高架化事業や武蔵野南線の旅客線化、若葉台
駅周辺の開発計画、平尾地区の道路整備の整合性、公共施
設の相互利用の問題、クラフトビレッジ（工芸家が住むまち）
などの芸術文化の拠点としてのまちづくりを進めている麻生区
と坂浜平尾のまちづくり構想との計画の整合を図るなど、大事
な時期に来ています。 

　しかし残念ながら川崎市と稲城市は、平成３年秋に私が市
長として初めて川崎市役所を訪れるまでは、行政同士の交流
は非常に薄かったのが実情でした。ここでも都県、東西の壁は
壊れつつあります。
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春の城山公園散策

映画「シンドラーのリスト」を見て

023

024

　今年も5月3日・4日・5日の連休に城山公園でガーデンシ
ティ94稲城祭が開催されます。会場の城山公園は向陽台の
スーパー三和の北側にあたります。 
　この時期は新緑がまばゆいばかりに美しく、みずみずしい
季節です。このガーデンシティ祭に立ち寄られたら、城山公
園の丘陵に足を踏み入れることをお勧めします。公園の東側
は、テニスコートや広場になっていますが、西側は米軍の多
摩サービス補助施設に連なる多摩の横山が昔のまま残され
ています。一番高いところに上がると新宿の高層ビルや東京
タワーも一望にでき、市内の平尾地区を除くほとんどの地域
と急ピッチで進行中のニュータウンの街づくりを真下に見る
ことができます。 
　また、多摩丘陵に多いモミジ、クヌギ、ナラ、シラカシ、ヤマ
ザクラなどの自然林と植樹された紅梅、白梅などの人工林が
ミックスされています。最近は下草刈りもされており、誰でも自
由に散策することができます。一番北側には、野草園もありま
す。戦前に建てられた「陸軍用地」という石柱も残されていま
す。また、ここは武蔵野の道にも指定されており、城山公園を
通り抜け多摩カントリーの北側の稜線に続く散歩道です。 

　緑や丘陵はただ眺めているだけでなく、ぜひ土を踏みし
め、手で木肌を感じ、風の音、鳥のささやきを聴き、花や木
の葉の臭いをかいで全身で自然と季節を味わってください。
森林浴は丹沢や奥多摩だけの特権ではないことを知ってい
ただきたい。

　今年のアカデミー賞を七部門で受賞した「シンドラーのリ
スト」というホロコースト「ユダヤ人大量虐殺」をテーマにし
た映画を見ました。モノクロでドキュメンタリー仕立てで、ス
ティーブンスピルバーグ監督作だけあって、「ぞっとする」よ
うな恐怖が散りばめられており、監督自身のメッセージが込め
られた作品です。 
　オスカー・シンドラーという主人公は、野心の強い事業家
で、自分の事業の拡大や欲望の充足のために生きていたにも
かかわらず、ある時点でホロコーストに理不尽さを感じ、最後
には多くのユダヤ人の命を救うという結末となっていく。彼は
ナチスの党員であり、ヒューマニストでも理想家でもない計算
高い事業家でわいろをまいたり、女たらしであったりというこ
とからして、単純に正邪という倫理基準で割り切れる人物で
はありません。しかし、狂気のような時代を大局的にとらえ巧
妙にユダヤ人を救ったという結果からすれば、大いに評価さ
れるわけです。 

　この映画を見ながら思い出したのが、「アウシュビッツの聖
者コルベ神父」です。ポーランド人で長崎に伝導にも来てお
り死刑判決を受けたが生き残り、最後は注射で毒殺されまし
た。自分の命を投げ出して人を救うという、貴い行為もあった
わけです。 
　今、政治の分野で手法 か結果かという議論が 盛んです
が、それにしても歴史や現実の評価は表面だけでは推し量れ
ない、一筋縄ではいかない難しさがあるわけです。
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稲城市の消防力

今、政治とは何か

025

026

　今年の春は、雨が少なかったこともあってか火災が前年に
比べると大幅に増加しています。平成5年の、火災件数17件、
建物火災焼損面積63平方メートル、火災損害額660万に対し
て、平成6年は5月末現在で、すでに火災件数8件、建物火災
焼損面積459平方メートル、火災損害額5,159万円となってい
ます。 
　火災や水害などの災害に迅速に対応するために稲城市には
消防署と消防団が設置されています。都内32市町村の中で自
治体単独で消防署を設置しているのは、稲城市と東久留米市
の2市だけとなっており、他は東京消防庁に委託をしているの
が実情です。 
　単独で設置している稲城市の消防力や救急体制が劣って
いるとは考えていません。消防署員数63人、11階建物対応可
能なはしご車1台、消防ポンプ車3台、高規格救急車1台、救急
車2台を配置しています。 

　また消防団は7分団あり、団員数は147人います。身分は市
の非常勤特別職となっておりますが、報酬はわずかで実質的
にはボランティアとして防災活動にあたっています。消防団員
は、新年の出初式に始まって、訓練、警戒活動、災害出動と多
くの時間とエネルギーを必要とする職です。また消防団は、い
わば民間の消防力であり、消防署と消防団の連携がいかにうま
くいっているかも消防力の大きな要素といえます。

　6月の政変以降、政治の混迷はますます深まりつつあるよう
に思われます。作家の司馬遼太郎氏は明治維新の青春群像を
描いた「翔ぶがごとく」の中で「政治とは、集団による勢力争い
である」と規定しています。作家の筒井康隆氏の「文学部唯野
教授」の中で描かれている教授会の勢力争いも、学閥や会社
のポスト争いでさえ集団化すれば政治なのです。 
　つまり、見方を変えれば争うことを仕事にしているのが政治
家であり、勢力争いをやまてしまえば政治ではなくなってしま
うということなのです。政党は国民のさまざまな利害や欲望を
理念や政策化して、他の政党と勢力争いをしながら実現して
いくための集団といえます。 
　一方、電通総研の天谷直弘氏は「政治とは、泥田の中に純
白の蓮の花を咲かせるような仕事である。人間の私利私欲が
どろどろしている世界に、自由とか平和とか弱者へのいたわり
という崇高な理念を求めなければならない。社会として誇るに
足る白い蓮の花を咲かせなければならない。政治家の身体が
泥にまみれることは不可避であるが、しかし首から上は毅然と
して泥の上に出ているのが肝要なのです」と記しています。 

　ところが、今の国政の混乱は政党がどのような理念や政策
をもっているのかが見えず、政治家の顔が泥から出ているか
も、花があるのかさえ明らかではありません。過渡期とはいえ、
政党の再生を期待したい。
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飲んでいるのはブレンド水

成長する中国

027

028

　今年は記録的な猛暑が続いています。今日は8月6日です
が、今この一文を書いている我が家の温度計は既に34度を超
えています。 
　さて7月22日から一都五県では10％、7月29日からは20％の
取水制限を実施し、東京都では10％の給水制限を行っていま
す。このまま晴天が続くともっと厳しい措置も予想されます。私
たちは生活の中で猛暑にでもならないと水のありがたさを忘れ
てしまいがちです。そこで、稲城市の水道の歴史を簡単に振り
返ってみます。 
　最初に簡易水道事業を実施したのは、旧陸軍火工廠の水
道施設を譲り受けて昭和35年にスタートしました。 
　昭和40年には市が上水道事業の認可を受けて計画人口3
万人で市内の深井戸による取水により、配水塔からの自然流
下方式で水道事業を実施してきました。 
　その後、昭和47年には都水を1日あたり9,000立方メートル

（全体の約30％）受けることになりました。 

　さらに、昭和49年には水道事業を都に一元化し、今日に
至っています。当市の現在の水源は、市内9ヵ所（東長沼1ヵ
所、大丸4ヵ所、坂浜1ヵ所、平尾3ヵ所）の深井戸からくみあ
げる自己水約30％と利根川と多摩川から取水した都水約70％
をブレンドして家庭に給水しています。 
　またニュータウン地区は東村山浄水場でブレンドされた都
水100％を給水しています。利根川上流の群馬県、多摩川上
流の奥多摩、山梨県の水源地の皆様にはダム建設などでご迷
惑をおかけしています。その実態を認識すると共に改めて感謝
を申しあげたいと思います。

　東京都と北京市が友好都市を締結して15周年を迎え、今年
は友好交流団の7人の区市町長の一人として北京市ほか3都
市を訪問致しました。 
　北京市と東京都の7つの区が既に友好都市を結んでおり、
北京市の県（日本の市町村にあたる）が東京の市町村との交
流を強く望んでいることを知りました。 
　さて、中華人民共和国の最初の印象は、何といっても「人口
が多い」ということで12億人になるとのことです。1億2千万人
の日本は、持ち前の勤勉さや技術革新を図りながら、ほとんど
の国民が中流意識を持つ程豊かになってきました。中国の人
口は日本の10倍にもなります。社会主義国とはいえ、政府も外
国企業との合併事業を積極的に進めており、ちょうど日本の高
度成長期を思わせる活況ぶりでした。これから、その大きな労
働力をバックにますます工業化が進み国民生活のレベルも向
上すると思いますが、12億人の衣食住と職を保障し、しかも豊
かな生活を保障することは大変なことだと思います。 
　2050年の世界の人口は100億人を突破してしまうと言わ
れ、増え続ける人口問題の難しさを考えたとき、「人権」や「最
低限の生活」や「平等」といった基本的なことがらを成立させ
るには、多くの困難を感じざるを得ません。 

　また世界銀行の予測では、途上国の都市人口は年率4％の
高率で増加しており、2005年には人類の約半数が都市住民に
なるとしています。 
　中国の都市でもその弊害が顕在化し始めています。 
　今後も、現在進めている開放政策に変化はないと思います
が、成長か環境かという選択の問題、貧富の差の拡大、都市
間の格差が気になります。
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私の一冊「ユングの文明論」

アジア青年市長会議から

029

030

　最近はじっくりと本を読む機会が少なくなりましたが時々手
にして読みかえす一冊があります。カール・グスタフ・ユングの
第二次世界大戦前後の論文集で、松代洋一氏編訳、思索社
の「ユングの文明論」です。本書はナチスの台頭を許してし
まった原因を心理学を交えながら多角的にとらえた文明論で
あり人間論でもあります。 
　「悪も罪も、深い良心の呵責も、暗い前兆も見る気さえある
ならばいつでも目の前にある。すべては人間がやったことであ
る。そして私もまた人間であり、人間の本性を分ちもつ者であ
るからにはそれに共同責任があり自分の本質においていつで
も似たようなことをする能力と傾向を変わる事なく、失う事なく
持ち続けている・・・人間の好戦的本能は根絶しがたく、した
がって完全な平和状態などは考えられません。そればかりか
平和は戦争を育てるだけ不気味なものなのです。真のデモク
ラシーは人生というものをあるがままに考慮に入れ自国の境界
の内部において必要な葛藤を許容する高度に心理学的な制
度に他なりません。」 

　人類を一瞬にして灰燼にしてしまう核兵器を造りあげたの
も人間であり、高度で有用な科学技術や福祉社会を創りあげ
たのも人間です。人間の持つこの二重性から目をそらさず自覚
化することが人に課せられた課題です。 
　一面に目をつぶって、逆に他者に影だけ投影するとき個人
も国家も危機が始まります。来年は戦後50年を迎えますが本
書は今なお新鮮な視点にあふれています。 
　この秋あなたにとっての一冊とは?

　21世紀はアジアの時代と言われています。東アジア諸国の
著しい経済成長や12億の人口を擁する中国の潜在力がこれを
裏付けています。そこで私は参加している「全国青年市長会
（57市で構成）は中国、フィリピン、マレーシアの3カ国から5市
長を招いて「アジア青年市長会議94」を開催しました。 
　まず、基調講演でアジアを中心に海外に400以上の店舗を
展開している国際流通グループヤオハンの和田一代表から
「今の日本に危機を感じている。国際的経営に日本は通用しな
い。特に、日本の物価高は日本人にとって何でもない問題で
も、外から見ると異常であり、世界やアジアの枠組みからの視
点が必要。また、物価が高すぎて日本は国際会議を開けなく
なってきているし、留学も困難になってきている」との指摘が
ありました。 
　会議の中で 
● アジア諸都市は日本からの資本参加や直接投資を強く望ん

でいるが自治体の経済交流には限界があり、ODA（政府開
発援助）や民間に頼らざるを得ないこと。  

● 人の交流や異文化の理解の促進などは自治体独自で取り
組めること。  

● ごみや下水道などの民生分野や学術交流、緑化や条例の
作成などの協力や助言を期待されており、アジアと日本の自
治体間の直接交流が必要となってきていること。が明らかに
なりました。  

　また、産業の空洞化問題では、工場の海外移転か外国人労
働者の受け入れ拡大かの選択が迫られていることも実感しま
した。
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'94稲城10大ニュース

知恵は疑問から

031

032

　２１世紀が片手で捕まえられる所まで近づいてきましたが、
国の内外を問わず、いろいろな出来事がありました。稲城市に
おける平成6年（1994年）の出来事を振り返り、新たなスター
トを切りたいと思います。市民の皆様にとってどのような年で
あったでしょうか。私の独断で昨年に引き続きましてこの一年
を10大ニュースとして取りまとめてみました。 

1　	多摩川衛生組合の450トン新炉着工、発電・温水利用も
計画。	

2　	多摩川横断橋の完成間近、稲城大橋・稲城インターと名
称決定、7年4月開通予定。		

3　	アメリカ・バーモント州で開催された「国際児童フェス
ティバルに稲城の少年少女で構成する「歌の友好大使」
8人を派遣。	

4　	市役所の総合案内窓口を課長・係長・主任が交代でス
タート。	

5　市内９番目の町名、「長峰」（ニュータウン内）と決定。	
6　電波障害対策で、CATVに12,000世帯つながる。
7　	流域下水道稲城ポンプ所（矢野口松葉）始動、平坦地区
の区画整理計画区域を除き、全域供用可能となる。

8　多摩川の大丸スーパー堤防に桜の新名所。		

9　	ゴミ減量化推進全国大会で厚生大臣より「クリーンリサ
イクルタウン」に選定される。リサイクルショップ開設。
ルール違反のゴミ出しに警告シール。

10		長年の懸案だった平尾美望会の公図混乱解消される。
					矢野口国鉄団地も着手。

　以上ですが、来年もこの欄に素晴らしい成果を記すことが
出来るよう頑張ってまいります。

　今年の正月は雲一つなく晴れ渡り、この一年が正月の空の
ようにすがすがしく穏やかであって欲しいと願いつつ、既に
1ヶ月が過ぎてしまいました。市民の皆様から行政に対する要
望は多様化していますが、一年のスタートである1月4日の事
務始め式で市職員としての心構えを訓示しました。 
　「市財政はかつて経験したことがないほど激震が続いてい
ます。こういう時だからこそ知恵を出して欲しいわけですが知
恵はそう簡単に出るものではありません。そこで仕事の一つ一
つに何故という疑問をもってもらいたいと思います。ただ漫然
と仕事をするのではなく、勤務時間外にも問題意識をもち、何
故の答えを人に聞くのではなく自ら探究してもらいたいと思い
ます。 
　次に監査委員さんからも毎年指摘をいただいていますが、
大きなミスは小さなミスの積み重ねによって起きるものです。
書類や帳簿類は必ず見直す習慣を徹底してもらいたいと思い
ます。また日々の書類は自分だけがわかればよいというもので
はなく、いつでもだれでも分かるように整理しておいてもらい
たい。資料だけでなく頭の中も常に整理をしていていただき

たい。 
　市役所の空気はのんびりとしていると言われますが、目標
をもってピリピリと緊張感が伝わって来る職場にしていただき
たい。少なくとも8時間の勤務時間中はそのことが市民の皆様
からの信頼を高める道だと思います。」 
　市役所はよくやっていると言われるような一年になるよう全
力で頑張ります。
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阪神・淡路大震災から学ぶ

4年間をふり返って

033

034

　去る1月17日の早朝阪神・淡路地区を襲った震災でお亡くな
りになられた皆様に心から哀悼の意を表すると共に、被災され
た皆様にお見舞いを申し上げる次第です。
　稲城市としましては直ちに被災現場に、消防職員3人と防災
担当職員1人を派遣し救助や搬送活動に当たらせました。義援
金につきましては、市職員や議会だけでなく広く市民の皆様に
もお願いをして来たところです。
　また関係自治体と連携をとりながら必要な物資を送ってま
いりました。市立病院からは透析患者の治療のため臨床工学
技師（透析技術者）も派遣してまいりました。
　阪神地区で、あれだけ強力な直下型地震を予測するのはか
なり難しかったのではないかと思います。とはいえ、政府や自
治体の対応に遅れや危機管理態勢に不備があったことは明ら
かです。 
　大規模な災害の際は、消防や警察をはじめとする行政組織
だけではいかんともしがたいものがあります。市民の側にも、自
らの生命財産は自ら守るという備えが必要です。そしてさらに
地域単位で組織化が必要です。

　市内には自主防災組織ができつつありますが、とくにニュー
タウンなどは早い時期の組織化が望まれます。また組織をつく
るだけでなく有事の際有機的に動けるよう日頃からの心掛けと
訓練が必要です。
　市も今回の震災を教訓として具体的現実的な防災態勢の
見直しをはかっています。

  「光陰矢のごとし」と申します。職員は基本的は定年まで仕
事を続けられますが、政治家には任期というものがあります。
黒 と々していた髪は白いものがかなり目立つようになりました。 
　一年間の総括として毎年1月15日号に「稲城10大ニュース」
として、重要なできごとや事件を記してきましたが、改めてこ
の4年間をふり返り、まとめてみたいと思います。
1　	東日本の市長として初めて、政治倫理確立のため、市長
の資産公開条例を制定し実施しました。	

2　	稲城大橋、稲城インターの建設が進み（4月14日開通予
定）、名称に市の名前「稲城」がつけられ、知名度が高め
られる。

3　	矢野口松葉ポンプアップ場問題が解決し、下水道事業
が促進されました。

4　	市民との対話の場「市民懇談会」を制度化し、市民の意
見、要望を聞く機会を拡大しました。	

5　	多摩川衛生組合に450トンの新炉建設を着手し、ゴミ焼
却熱による発電、余熱利用（温水プール、冷暖房、市立
病院熱供給）および残灰のリサイクル施設も施工しまし
た。

6　	資源ゴミとしてのビン、缶、ペットボトルを市の直接回収
でスタートし、平成6年厚生大臣表彰を受賞。リサイク

ルショップもオープンしました。	
7　	特別養護老人ホーム安立園20ベッド、いなぎ園50ベッ
ドを確保し、合計94ベッドを確保しました。

8　	総合グラウンド、野球場、総合体育館をオープンしました。
9　	市内、生産緑地指定率が70％を超え、農業振興が図ら
れました。

10		市役所1階に職員輪番制による総合案内窓口を設置し、
市民サービスの向上に努めました。

11	 	百村防災センター、大丸消防詰所を防災拠点として新築
しました。

12	 	村山総理、河野外相に会い、多摩弾薬庫返還を訴えました。
　以上、主なものをあげてみました。市民の皆様にも評価がい
ただけるものと思っております。
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市長2期目を迎えて

インスタントとオウム教

035

036

　この度の統一地方選挙におきまして、多くの市民の皆様の
ご支援により2期目の市長職を務めさせていただくことになりま
した。よろしくお願いいたします。
　時の流れは早いもので昨年暮れのマスコミ各社の報道は
「いじめ問題」一色に塗りつぶされていました。その後、本年1
月17日の阪神淡路大震災発生後は、地震問題でほぼ2ヵ月間
紙面も画面も独占状態でした。そして3月20日に起きた地下鉄
サリン無差別殺人事件以降、警察庁長官の狙撃事件が発生
し、同時にオウム真理教に対する疑惑とその実態が暴かれつ
つあり、現在もこの話題が続いています。
　また、円高も3月、4月は目が離せないほど急激なものでし
た。
　そして、予想を覆す青島都知事の誕生と続き、これらの強力
な話題のためか、わずか半年程前のことが遠い過去のことの
ように感じられます。 
　しかし、「いじめ問題」や「突然起こる地震に対する備え」と
いう課題についても、答えが出たわけではありません。

　日本人は「熱しやすく冷めやすく、事の本質を論理的に把握
し対策を練ることが苦手で、時が過ぎ話題が移り行くと忘れ
去ってしまう」という傾向があります。投げかけられた課題に
対して、長期的、計画的な視野に立って問題の本質的な解決
に努めなければなりません。
　2期目の市政を、この事を肝に命じて全力で取り組んでまい
りたいと思います。

　1990年代は激動の時代と予想はしていましたが、95年は阪
神大震災や地下鉄サリン事件、警察庁長官の狙撃、青酸ガス
未遂事件など、5月9日付の毎日新聞の言葉を借りれば「日本
はまるで国難に遭遇しているのではないか」と言えるほど事故
や奇怪な事件が続いています。同時に、戦後一貫して続いて
きた経済成長がバブルの崩壊によって低迷を続けており、行
き先の分からないダッチロール現象は、政治や教育の分野で
も広がりつつあります。
　コンピュータに象徴される科学技術の発達は、時間をかけ
て練り上げていく職人芸や技術の熟練を意味のないものにし
ようとしています。長時間をかけて受け継がれていく熟練の衰
退は、世の中の「家庭」から尊敬とか威厳という意味を空洞化
させる働きを果たしています。家庭での父親や学校の先生の
立場を思えば理解できるかと思います。 
　熟練よりインスタント（即席）が主流の時代をつくりあげて
いるのです。インスタントの弊害を簡単に列記してみます。
●我慢ができない 
●すぐ成果を求める 
●本物と偽者の区別ができない 
●長期的視点をもてない 
●飽きやすい 

●人間が即物的となる 
　そのままオウム教と重なってきます。（教祖の怨念は社会を
破壊することにあるようですが） 
　しかし透徹した視野をもつ人間の厚みはインスタントにはで
きあがるものではなく、多様な体験と時間をかけて初めて可能
なのです。
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独裁は腐敗を生む

仏の核実験中止を!　顔の見える日本人として

037

038

　自己の権力欲を満たすために、オウムの麻原彰晃が利用し
た組織は宗教法人や病院や大学でした。一定の「自由」の名
のもとに内部外部ともに牽制作用が利きにくく、税制上も優
遇されており、いわば社会の「常識」から遊離しやすいわけ
です。これらの組織を牽制するのは「事件」の発覚などによ
る内部告発やマスコミ世論によることがしばしばだったわけ
です。 
　ベルリンの壁崩壊に象徴されるように、社会主義国は外の
敵によってではなく、内部から崩壊していきました。権力の「プ
ロレタリア・民主集中制」という名の独裁によって腐敗し、崩壊
していったのです。近代社会はそのことを歴史から学んだから
こそ、三権分立によって権力の集中を避け、牽制するシステム
を創りあげてきたのですが。ですから、国権も立法、司法、行
政が相互に牽制するようにできているのです。また、常に世論
という外部牽制作用も利いています。例えば、株式会社でも株
主総会、取締役会、監査役制度があり一定の内部牽制が利く
システムになっています。とくに企業は経済競争の場である市
場によって厳しい外部評価にさらされています。 

　今年の通信白書によれば、電気通信が自由化され、競争の
結果国内電話料金はこの10年で55％も安くなったそうです。 
　市役所も例外ではありません。競争や内部牽制作用の導入
を強化することによって効率化、コスト意識の徹底を図り貢献
を進めていくことが課題なのです。

　今年は戦後50年という節目に当たります。戦前は軍事力を
背景にした大国による世界制覇の時代であり、戦後は列強の
殖民地支配から脱して民族独立を果して行く時代であったと
言えるでしょう。
　南太平洋と言えば、まず、頭に思い浮かぶのはタヒチに象
徴される「南国の楽園」です。 
　フランスは本国から遠く離れたこの楽園で、核実験を再開
するというニュースが世界を駆け巡りました。実験場となるム
ルロア環礁に近い南太平洋諸国は一斉に反発しています。
　特に、オーストラリアのブリスベーン市はフランスニース市と
の姉妹都市を破棄し首都キャンベラの市議会もベルサイユ市
とすすめていた姉妹都市計画を破棄する動議を可決し、政府
だけでなく自治体にも反対運動やフランス製品の不買運動が
波及しています。
　稲城市では、かけがえのないこの美しい地球を守り、世界の
恒久平和を世界の人 と々手を携えて、守って行くことが市民の
責務であると考え1991年平和都市宣言を行いました。この基

本精神や東西冷戦構造が崩壊した今日、仏の核実験は時代
の流れに逆行するものであり到底黙認することはできません。
そこで6月27日にフランス大統領に中止要請を、都知事にもパ
リと姉妹都市を締結していることから核実験の中止を働きか
けるよう要請いたしました。
　あいまいで顔の見えない日本人と言われていますが、唯一
の被爆国としてこういうときこそ声を挙げる必要があると思っ
たわけです。
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防災と危機管理

「お金」について

039

040

　今月9月1日は、関東大震災を記念して「防災の日」と定めら
れました。8月20日には初めて市内3ヵ所で防災訓練が市民自
身の手による自主防災組織を中心として開催され、多くの参加
をいただきました。 
　阪神・淡路大震災では危機管理が不十分であったことが指
摘されています。アメリカ合衆国の連邦緊急事態管理庁

（FEAM）では「危機管理とは、法的整備より柔軟対応をする
ことであり、必要が最優先で処理され、官僚統制的形式主義
を極力排し、必要とあらば何でも、住民、被災者地域の要求に
応じることが大切」といっています。次に「迅速円滑な情報把
握と伝播」が重要であると指摘しています。
　これを個人に置き換えてみると、まず突然危機に直面した
とき「頭が真っ白になる」パニックを避けなければなりませ
ん。どんな事態にも「何が必要か」を冷静に判断できるよう
にする準備、いわゆる心の準備と訓練が必要です。そして具
体的に防災グッズや水・食料などの備蓄を各自が進めること
です。また地域の防災訓練にもしっかり参加して体で覚える
ことも大事です。

　次に情報を入手することと発信することです。携帯ラジオや
携帯電話は情報の入手・発信の大きな手がかりです。しかし、
それ以上に大切なことは隣近所との日常の情報把握と伝播＜
コミュニケーション＞です。大災害では公的な対応は限界があ
り、危機管理としての自主防災組織の強化が課題なのです。

　東京協和信用組合・安全信用組合・コスモ信用組合に続い
て木津信用組合、さらには第二地方銀行最大大手の兵庫銀
行の経営破たんが伝えられています。預金者の自己責任など
が叫ばれる昨今、預金先の信用度を自分の目で確認しなけれ
ばならない時代に入っていることをひしひしと感じます。 
　さて、お金と人生とは誰しも切り離して考えることができな
いくらい、人生にはお金がつきまとうものです。お金の貸し借り
を巡って数十年来の友情にひびが入ったなどという話をよく
耳にします。昨年「家なき子」というドラマで主演の安達祐実
の「同情するなら金をくれ」というせりふがはやりました。大人
になるにしたがって「人生結局お金」という本音の言葉を聞く
頻度が高くなってきます。倒産寸前の会社を救うには、同情や
言葉が無力であることは確かです。 
　しかし、お金があればそれだけで満たされるものではありま
せん。日本ではいまだにお金のことを面と向かって話すことを
避けたがります。お金とは、人間のむき出しの欲望を誘うから
でしょう。欲望を露出した人は、品位なく、美しくなく、危険で
すらあります。品位や美しさは、欲望やエゴを抑制するところ
から生まれるからです。 

　さて、私はお金について次のように考えています。「お金と
は、車にとってガソリンのようなものだと。無ければ動かない
し、どこにも行けません。しかし、どこに向かってどう走るのか
が、さらに大切なのではと。」
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シンプソン事件と陪審員制度

青年市長会　災害相互応援を決議

041

042

　10月3日、フットボール界の国民的英雄O・J・シンプソンの
殺人容疑について、無罪が確定しました。
　ロス警察とのカーチェイスに始まり9ヵ月におよぶ裁判まで
異例の生中継で放送されました。 
　アメリカでは、メディアのサーカスと呼ばれ全ての三面記事
的要素を備えており、テレビでは、イトー判事のそっくりさん大
会や、検察官弁護士双方のそっくりさんが出演して歌ったり
踊ったりの悪乗り番組も登場したそうです。
　特に興味をひいたのが、日本ではあまりなじみのない陪審員
制度です。あらかじめ利害関係者などを除いて、一般市民から
無作為で抽選する訳です。
　そして判決が出るまでは家族とも離れて、余計な情報が
入って予断をもたないようにするためにホテルに隔離されるそ
うです。
　ですからこの裁判は、9ヵ月もかかったのは長すぎると批判
されているわけです。陪審員が長すぎて参っていたという話
や、途中で辞めた陪審員が本を出して金儲けをしているなどと
いうこともあったようです。

　日本の裁判制度は、専門的知識や経験は生かされますが市
民感覚は反映されにくく、長期間を要するという弱点を抱えて
います。また、陪審員制度は、市民世論や時代の価値観を反
映しやすいですが、その時 の々雰囲気に流されやすいという弱
点があります。
　代議制と直接民主制の違いによく似ています。完璧な制度
はありえないわけですが、制度の弱点を自覚しながら成熟させ
る以外にありません。 
　ただ、今回の判決が人種間の対立を固定化することになら
ないか心配されます。

 去る10月27日、福島県いわき市で全国青年市長会総会が開
かれました。全国には664の市がありますが、全国青年市長会
は50歳未満で当選した若手の市長で構成されており、全国の
市のちょうど1割に当たる64市が加入しています。 
　そこで阪神淡路大震災のような大災害が発生したときは、
北海道から沖縄まで会員がいる全国組織である青年市長会と
して相互に応援をすることが決定されました。また会長にいわ
き市長を副会長には私も選任されました。 
　11月24日には、姉妹都市の北海道女満別町とも同趣旨の災
害応援協定を締結いたしました。 
　他の自治体でも応援協定が盛んに結ばれています。それも1
月17日に発生した阪神淡路大震災の教訓によるものです。
　稲城市でも阪神淡路大震災の際に消防職員が応援に向
かったわけですが、一つだけ大きな問題がありました。自治体
間の応援の約束が結ばれていないと、応援に出かけて行った
職員が事故にあっても公務災害として認定が受けられないと
いう壁があったわけです。いわば勝手に応援に行っても公務と
しては認めないということでした。そんなこともあって相互応援
の締結は緊急課題でした。 

　市では市民の皆さんに自らの生命財産は自ら守るという自主
防災の組織化を呼びかけていますが、大災害になると公的な
組織だけでは限界があるからです。相互応援協定の締結は自
治体も例外ではなく自らの努力で災害への対応を進めなけれ
ばならないということです。
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95年稲城市10大ニュース

今年のキーワードは「責任」

043

044

　AP通信によると、オウム真理教による地下鉄サリン事件、
阪神・淡路大震災は日本の戦後最悪の事件にとどまらず、世
界の10大ニュースの4番、5番を占めたそうです。しかし稲城市
では、総じて明るい話題が花咲かせた一年と言えるのではな
いでしょうか。独断で選考させていただきます。

1　	稲城市の名前を冠とする稲城大橋、稲城インターが開通
し、都心と直結。利便性も飛躍的に拡大する。

2　	9番目の字となる多摩ニュータウン長峰地区が街開き
し、新しい市民を迎える。

3　	統一地方選挙が四月に行われ、議員定数が24に改正さ
れた中で8名の新しい議員が誕生する。

4　	市内で2番目の特別養護老人ホーム「いなぎ苑」がオー
プンし、市民のために50ベッドが確保される。

5　	自主防災組織が次々結成され、大規模地震を想定した自
主防災訓練が3地区で行われる。

6　	全国青年市長会（57市が参加）や姉妹都市の女満別町
と災害時の応援協定などが結ばれる。

7　	ニュータウン向陽台地区が都市景観大賞建設大臣賞を
受賞し、都市美百選に選ばれる。また、青島都知事が来
訪し、ニュータウンなどを視察する。

8　	大丸用水で約35年ぶりにシジミの生息を発見。下水道
整備で清流が戻る。

9　	大丸地区でパチンコ出店計画が持ち上がり、市民の間で
大きな議論を呼ぶ。

10	 	多摩サービス補助施設用地4,200平方メートルの市利
用が可能となる。

　まだまだ、他にもあるのですが、様々なことがあった一年で
した。今年も全力で頑張ります。

　新年早 の々1月5日、村山首相が突然辞意を表明しました。
　国会への予算上程前の辞任は首相の予算に対する責任の
在り方を問う声もあり前代未聞といわれています。
　また、住宅専門金融会社の救済のために、6,850億円、国民
1人当たり5,500円になる公的資金を導入することを、だれの責
任も明らかにする事もなく決定したことも、国民の大きな批判
の対象となっています。アメリカでは、同じような金融不祥事
に対して破綻した組合の経営幹部はすべて刑事責任を追及
され、5,500人が有罪となっています。 
　一方、政府はバブルで膨大な不良債権を抱え込んだ銀行
の救済のために公定歩合を0.5％まで下げるという超低金利政
策によって銀行に空前の利益をもたらしていることをわすれて
はならないでしょう。個人資産として金利がほとんど意味をな
さない程の超低金利によって預金者（国民）に二重の犠牲を
強いているわけです。 

　この政策は、景気浮揚に必要であるという以外の説明は全
く受けていません。しかも金融機関がかかえる実際の不良債
権は、未だに50兆円とも100兆円とも言われ、その実態もほと
んど具体的に明らかにされておらず、景気上昇もデフレ傾向
の終焉もこの整理が着かなければ困難であるという声もあり
ます。 
　一つ一つの責任を明らかにすることは、政治への信頼を取
り戻すと同時に、自由と活力ある社会を目指すためにも避けて
通れない課題です。 
　国会の議論に注目しましょう。
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葬儀の風景

映画「ニクソン」を観て

045

046

　市長職は「儀式と切り離すことができない」と言われるほど
多くの式典に出席しなければなりません。
　特に、葬儀は数えたことはありませんが、年間相当の数にの
ぼります。葬儀の方法は宗派や土地柄によって色とりどりです
が、遺族があらかじめ決められた儀式を忙しく進めなければな
らないのはどこも同じです。それは遺族の悲しみを和らげるた
めであることは理解できるのですが、騒 し々い酒宴を伴う理由
が理解できませんでした。
　しかし、先日劇作家の福田恒存氏の「人間・この劇的なるも
の」を読んで答えを見つけ出しました。
　「たまたま遺族のなかに、純粋な青年がいたとすれば、かれ
は会葬者たちの心なき酔態に不快を感じるかもしれない。読
経や焼香のときの会葬者の厳粛な仮面にしらじらしい虚礼を
見たときと同様、いや、それだけに、かれらの打って変わった
酔態に、まさにその虚偽の証拠を見たと思うにちがいない。
（中略）もし会葬者の悲哀の表現が遺族のそれをはるかに凌
駕したばあい、かれはどういう気持ちをもつか。相手の心のな
かに、より深い淵を見いだしそこに引きずりこまれていくような

焦燥感をおぼえるであろう。（中略）つまり故人を会葬者たち
に奪われるような不安を感じるにちがいない。会葬者たちの酔
態は、たとえ遺族に反撥を感じさせながらも、遺族たちはその
抵抗によって自分の悲しみの真実性を保ちうるのであり、それ
を適度に深化し持続しうるのである」と。
　何と鋭く人間の行為を全体状況として見据えていることで
しょう。これで安心してお清めの席で酔えそうです。ただし品
位を失わない程度に。

　今、アメリカでは今年行われる大統領選挙に向け、共和党
候補の予備選挙の真っ最中です。どうやらドール候補に決ま
りそうな形勢です。 
　映画「ニクソン」では、民主党のJ・F・ケネディ候補の当
初の優勢をテレビ討論の失敗によって覆されるシーンから始
まります。　 
　さて、アメリカの選挙制度の話ですが、ジョージ・ワシントン
が初代の大統領ということはよく知られていると思います。し
かし、合衆国憲法が定められて200年以上の歴史があること
は、あまり知られていません。 
　日本は江戸時代の中期ですから、いかにその歴史が長いか
推し計れるかと思います。ただし、婦人が参政権を得たのは、
1920年の憲法改正からですから、今年婦人参政権50年となる
我が国とさほど差がないようです。 
　しかし、ワイオミング州では、1869年に初めて婦人参政権を
認めているという合衆国ならではの面白さもあります。 
　時代背景やウォーターゲート事件などあらかじめ頭に入れ
てからこの映画を観ることをお勧めします。また、字幕スー
パーをたくさん読む覚悟が必要でしょう。 

　映画を観ての率直な感想は、政治家の評価は後の時代に
ならなければ、なかなか下せないということです。そして、な
んといってもベトナム戦争の時代をあらゆる角度からつかも
うとする、オリヴァー・ストーン監督の執念を感じました。
「プラトーン」「7月4日に生まれて」「JFK」「ニクソン」を四
部作として､ビデオでなく劇場でもう一度観たいという欲求に
今かられています。
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やじ馬気分のマスコミの三罪

中国の稲城県代表を迎えて

047

048

　TBSの坂本弁護士ビデオ問題に続いて、テレビ朝日にもオ
ウム教団の圧力がかけられていた事が明らかになりつつあり
ます。 
　「視聴率競争に明け暮れるTV界」と言われますが、正確
には商業TV局、商業新聞社であり、NHKを除けば利潤（視
聴率・販売部数）を追求する宿命を負っています。しかし、
土地や株のバブルと同じように情報のバブルに頼るのではな
く、長期的視野に立った経営方針の転換が必要です。 
　バブル的視聴率稼ぎを続けて行く限り、この種の問題はま
た起こるでしょう。 
　二番目に、国会の参考人質疑の中でも放送法によって不
偏不党であることが言われています。しかし中立という蓑を
まとったやじ馬的言論が今までの日本のマスコミ界をおおっ
てきました。 
　やじ馬は責任を取りません。やじ馬的立場を脱するには、
ささいな事件でも論陣を張ることです。主張しなければ責任
を取る必要はないのです。 
　また、TBSはオウムの圧力に屈して取引をしました。これは
「めんどうはいや」という事なかれ体質によるものです。この
ことも教団に対して基本的判断を持とうとしなかった傍観者
的態度によるものです。 

　三番目に、横山弁護士を追いかけているマスコミの姿勢に
ついてです。国選弁護人を除けば横山氏以外に弁護士を引き
受ける人はいなかったという事実に目をつむり、キャラクター
への興味本位の好奇心で追いかけているのは、今学校で起
こっている「いじめ」と同質としか言いようがありません。 
　日本のマスコミ界もやじ馬気分を抜け出し責任ある一貫し
た論陣を張る時がきています。

  「稲城国際交流の会」の招きで今年のガーデンシティの催し
に中華人民共和国四川省チベット族自治州稲城県から県長を
はじめ3人の代表が参加してくれました。私は一昨年北京をは
じめ大きな四つの都市を訪ねましたが、今まで接することのな
かった中国に出会ったような気がしました。 
　四川省といえば、パンダで有名ですが、稲城県庁所在地が
海抜3,740メートルで一番高い山は6,000メートルを超える山
岳地帯で、チベット族が人口の94％を占めており、牧畜を主産
業とした高原の民なのです。 
　中国では、人口抑制のために一人っ子政策を進めています
が、少数民族であるチベット族は3人まで許されているそう
です。また、ラマ教という仏教徒であるため静かで、漢人に
比べると日本人に似ているような気がします。チベット語の
発音と日本語と共通するものが多いのは仏教からきているの
かもしれません。 
　昔から日本人は、外国の技術の良いところを次 に々取り入れ
てきたと言われています。それに対し中国人は、技術や文化の
背景にある理念や体系が受け入れられなければ技術だけ受け
入れるということはしてこなかったと言われています。 
　しかし、今回の訪日団のメンバーの口からも1988年の開放

政策により、日本のように近代化するための技術導入を積極的
に進めたいという言葉が出てきます。 
　逆に日本人は、もう少し物事を体系的、本質的に理解してい
くことが必要だと、住専問題をはじめとするこのところの政治の
低迷を見ていると実感します。
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行政改革は目的ではない

オリンピックへ5度目の挑戦

049
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　作家の童門冬二氏の「小説上杉鷹山」は、米沢藩が石高を
大幅に減封されてしまったにもかかわらず、古い慣習にこだわ
り現実に適応できない幹部たちとの軋轢を主題に描かれてい
ます。享保の改革に始まる江戸の三大改革もその前にあった
バブル経済の崩壊に源を発しています。 
　平成日本も戦後経験したことのないようなバブル経済の
崩壊により成長を前提にしていた制度の変革が迫られてい
ます。 
　稲城市では、行政改革推進委員会という専門家や市民を含
め10人の委員の審議を経て、行政改革の基本となる答申をい
ただきました。そして本年から本格的に行政改革に着手しま
す。まず総論賛成各論反対であってはならず、議論倒れで終
わらないためには結果を出さねばなりません。そうでないと規
制緩和問題と同じで、規制緩和は必要と言いながら自分の業
界の事になると「規制は必要」になってしまいます。そのために
市民の監視提言機能を強化する「行政改革監理委員会」を設
置します。そして6月議会には行政改革を進める専門の課を設
置する組織編成の条例も提案しています。 

　アメリカは国家機密を定期的に情報公開します。また官僚
も選挙のたびに大きく入れ替わります。これは組織に定期的に
「揺らぎ」を与えることによって行政組織の自己肥大化の
チェックと目的を明確化する効果があります。 
　市役所は目的ではなくあくまでも手段です。 
　行政改革も目的ではなく手段です。目的は市民に対してい
かに効果的に多くの施策を還元するかです。

　先日、学生時代の空手クラブのOB会で、オリンピック銀メ
ダリストの大田章氏と懇談する機会を持ちました。 
　彼は、秋田県出身で、柔道ではチャンピオンにはなれないと
思い、レスリングに転向しました。オリンピックへの挑戦は、モ
スクワ大会からでロサンゼルス大会では、82キロ級で銀メダ
ルをとりました。しかし、レスリングの本場のロシアや東欧がボ
イコットしたからメダルがとれたと言われ、再挑戦しソウルで
は90キロ級で銀メダルに輝きました。38歳になった今年のア
トランタ大会の選考会では、ネバーギブアップの信条で挑戦
しましたが、代表にはなれませんでした。 
　彼は、オリンピック出場の直前も仕事である大学の授業を
休んだことがなく、しかも1日2時間以上は練習はしなかったそ
うです。だらだら長くやるより、集中してやることのほうが大切
なのです。大学院は柔道の山下泰裕にあこがれていたので、
東海大学を選びました。山下から学んだのは「武道の勝敗は
「死」に直結するので必ず一本を取りにいくこと」でした。です
から、彼も必ずフォールを狙いにいったそうです。その心構え
が世界に通用する力となったのです。 

　最近、私はラグビーの平尾誠二選手の本を読んでいます。
二人に共通するのは、スポーツを「楽しむ」ことにこだわり続け
ていることです。日本のスポーツ界にも、「個性的」で「自由
に」「楽しみ」ながら強い選手やチームが出現しつつあるのは
頼もしい限りです。
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富士の峰に立つ

多摩火工廠の歴史

051
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  「富士山に登らぬ馬鹿、二度登る馬鹿、三度登る信心」など
と言われますが今年の初め近所の人と富士山に登ってみよう
という話がまとまり、8月に実施することになりました。 
　アップシューズに野球帽、ナップザックには防寒着と水筒
という軽装で富士吉田口5合目から登り始めたのが午後3時。
7合目を過ぎたあたりから徐々に呼吸が苦しくなり、足元も
滑って登りにくくなりへとへとになって8合目の山小屋に着い
たのが午後8時近くになって。夕食のカレーライスを食べたら
すぐに寝るように指示されても、混んでいてスペースはひと
り30センチ程度。とても眠れるような状態ではなく、午前1時
に山小屋を出発。ところが、登山道は徹夜組も多く、押すな
押すなの大渋滞。頂上にたどり着いたのが午前4時半。ご来
光を拝んでさい銭箱にお金を入れようとしても寒さで手がし
びれてお金が取り出せない始末。甘酒を飲んで下山にとりか
かるが今度は下る一方で、足元が滑る。かなり疲れながらも
午前9時半に5合目にたどり着き見上げると、よく歩いたと感
激する高さなのです。 

　下山しての皆の感想は「外国人がたくさん登っていたこと。
酸素ボンベがあまり効かなかったこと。暑さと寒さを同時に体
験できたこと。登山口から頂上までの立錐の余地もない程混
んでいたこと。一日が長かったこと。そして最後に二度はもう
結構とのこと。」 
　そこで最後に一句。 
　夏の富士　高さも混みも　日本一

　8月6日、市立病院前の高さ38メートルのオバケ煙突を戦後
51年目にしてようやく撤去することができました。米軍管理下
の多摩サービス補助施設（旧多摩火工廠）の歴史を知る人は
少なくなっています。 
　文献から多摩火工廠の歴史をひもといて見ると、「戦雲よう
やく濃く、いわゆる非常意識は次第に国民感情となりつつある
とはいえ、まだまだ安穏平和の農村であった。この平和な閑村
に突然軍部がやって来て、先祖伝来の土地を売れというのだ
から地主の人 に々とってはショックであったようです。しかも田
が坪1円50銭、立木のない山が80銭というのだから今から考え
てみると嘘みたいな話である」土地の買収は昭和12年から18
年まで続き総面積は約50万坪におよびました。 
　昭和13年、人口4,352人の稲城村に3,500人の陸軍火工廠
が板橋から移転して来ました。そして昭和20年9月10日に
GHQが多摩に進駐するまで陸軍の炸薬工場として稼動して
いました。この日以降は、米軍の管理下に入り、昭和37年ごろ
まで米軍の弾薬庫として使用されたあと、現在のレクリエー
ション施設となりました。昭和44年には王子の野戦病院の移
転計画がありましたが、大規模な反対運動もあり中止となりま
した。（山田重雄著「多摩火工廠懐古」より） 

　多摩サービス補助施設の返還は市民の宿願でありますが見
通しがたっていません。当面は川崎街道拡幅のための用地の
返還と現施設の市民利用の拡大を図っていきたいと思いま
す。稲城ではまだまだ戦後は終わりそうにありません。
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25歳にして「待った無し」

岡本行夫氏からきく
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　今年11月1日、稲城市は25歳の誕生日を迎えました。平成3
年の20周年からの5年間は、稲城市の歴史の中で最もきびし
い変化を体験した月日といえるでしょう。同じ平成3年から第
二次稲城市長期総合計画がスタートしました。 
　この計画は、バブル経済真っ盛りにつくられたもので、市税
全体の年平均の伸び率を11.4％の高率で見込んでいました。
いわば戦後の右肩上がりの成長の継続を前提にして施策が組
み立てられているものです。
　10ヵ年の総事業費は、3,737億円を見込んでおり、特に歳入
の伸びの基礎となる人口は、59,020人から97,750人への増加
を予想していたわけです。ところが1年目の平成4年に、すでに
税収の伸びも鈍化し始め、その後、計画と現実とのかい離を
埋め合わせることが不可能になりました。 
　そこで、長期計画の修正に取り掛かり、先月完了しました。
3,737億円の総事業費が、歳入ベースで2,442億円と34.7％落
ち込み、人口計画も70,997人と27.4％の減になりました。さら
に職員の給与などの経常経費を引いた投資的事業に当てる一
般財源が、742億円から337億円と54.6％もマイナスになって
しまいました。 

　ですから新しい事業を進めるためには、スクラップ・アンド・
ビルドが不可避となります。 
　もちろん今まで以上に国や都の補助金を獲得する努力も必
要ですし、職員数も現在より減らしながら、多くの仕事ができ
るようにしなければなりません。25歳にして、今まで以上にき
びしい行政改革を「待った無し」で求められています。

　11月8日、全国青年市長会が、国際コンサルタントとして活
躍している元外務省北米第一課長の岡本行夫氏をゲストに開
催されました。 
　「日本の官僚制度は、退職後の天下り期間も含めて徹底し
た終身雇用制度になっている。そのため、失敗を恐れる極度
の減点主義に陥り、省益中心で前例踏襲主義になっている。
アメリカ経済の復興の要因は、ベンチャー企業の活躍に負うと
ころが大きいが、日本では企業も減点主義に冒されている。し
かし、我が国のここ6年、7年の最大の懸念は、中国と台湾が戦
争を始める可能性が高いことである。中国は、現在の軍事力で
は台湾を制圧できないが、現在軍備増強を続けていて、2000
年初頭には指導部の考えひとつにかかるところまで来る。その
とき、日本はどうするか。日米安保条約は、極東の平和を維持
することをうたっており、台湾は極東に含まれている。それにし
ても、我が国では固有の領土である尖閣諸島問題にも余りに
無関心である。」 
　11月12日、岡本氏は橋本首相から初の首相補佐官に任命さ
れ、沖縄問題で首相を支えることになりました。 

　最後に、青年市長会の会員である沖縄県の革新自治体の大
濱石垣市長から尖閣諸島は、石垣市の地名と地番が付いてい
るという紹介がありました。日本は、平和だなどとのん気なこと
を言っている場合ではなく、広くアジアをはじめとする世界に
目を向ける必要があると再認識しました。難しい問題は他人事
としてフタをする精神では、危機管理どころか、同じ過ちを繰
り返すことになるのです。
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96年稲城10大ニュース

正月に読んだ2冊
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　今年成人式を迎えられた新成人の皆さん、おめでとうござ
います。若者のみずみずしい感性とチャレンジ精神が今こそ求
められています。皆さんの各分野での成功を祈っています。 
　さて、恒例になりました「1996年稲城市の10大ニュース」を
挙げてみたいと思います。 

1　	南武線高架化工事2.4キロメートル区間を平成13年度ま
でに完成すべく、12月に着工する。	

2　	HIVウイルス感染問題でミドリ十字など非加熱製剤を販
売した製薬会社を全国の病院にさきがけ取引停止処分
とする。	

3　	市立病院前の旧陸軍時代のオバケ煙突を取り壊し、駐車
場として利用することができるようになる。	

4　	4月1日からごみの収集体系を大幅に変更し、全体で
12％の減量となる。	

5　	下水道の普及に努めたことにより大丸用水でしじみが発
見される。清流化が進んでいることが評価され、建設大
臣賞を受賞する。また、在宅介護支援センター事業を医
療機関と連携して進めたことが評価され、厚生大臣賞を
受賞する。	

6　	首都圏コープ事業連合の一室を無償で提供いただき、消
費者の利益を守り・発展させるための拠点として消費者
ルームをオープンする。	

7　	防災態勢強化のために赤バイ・高規格救助工作車の購
入と消防ボランティア制度の創設を図る。	

8　	中華人民共和国四川省チベット自治州稲城県から県長
をはじめ代表団が稲城市を訪れる。	

9　	1年越しのパチンコ店出店問題は、東京都の条例に基づ
き住民代表と事業者とのあっせん交渉に入る。	

10		平成12年までの長期総合計画の見直しと行政改革の実
施計画ができあがり、本格的にスタートを切る。

　今年の正月は9連休ということもあって、久しぶりに（市長に
なって初めて）のんびり過ごすことができました。そんなことも
あって、ごろごろしながら本を2冊読みました。 
　一冊は、黒鉄ヒロシの「新撰組」（PHP出版）です。私は、三
多摩出身の歴史上最高の有名人は近藤勇と土方歳三だと
思っていますので、漫画はめったに読まないのですが、思わず
手が出てしまいました。新撰組員どうしの殺し合いがすさまじ
かったことも、漫画であることによってよりリアルに伝わってき
ました。維新期の複雑さもよく描かれています。重苦しく血な
まぐさく、黒鉄氏の乾いた感性の切れ味を感じます。
　もう一冊は、岸田秀の「20世紀を精神分析する」（文藝春
秋）です。15年位前に「ものぐさ精神分析」を読みましたが、
久しぶりの岸田節に感銘を受けました。
　今、明治維新、終戦時に続く第三の激動期と言われていま
すが、岸田理論では、日本は黒船に強姦されて以来、常に開
国と攘夷間で分裂病状態にあると。真珠湾攻撃は、黒船に対
する恨みのうっぷんばらしだったと。だから二次攻撃もせず、
戦略を欠いた戦いであったと。いま話題になっている従軍慰
安婦問題なども分かり易く分析されています。

　明治維新期の最大の不思議は、尊王攘夷というイデオロ
ギーで殺し合いまでして維新をおこしながら実際は開国に進
んで行ったことです。鎖国は不可能で無理やり開国させられ
たのを､進んで開国（西欧化）したかのようにすり替えてしまっ
たことです。そのごまかしが、その後の日本のあいまいさや歪
みとなって、今も続いています。新撰組の評価の複雑さもそこ
に源があります。
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映画「大地と自由」

新年度にあたって
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　21世紀を席巻した思想といえば、「共産主義思想」といえる
のではないかと思います。一時は世界地図を塗り替えてしまう
ほど隆盛を極めた時期もありました。しかしソビエト連邦の崩
壊以降、中国でさえ市場経済原理を大幅に導入しており、共
産主義国はほとんど経済社会的に行き詰まり、崩壊の危機を
迎えていると言えるでしょう。 
　思想としての共産主義の評価は後世の歴史家に任せるとし
て、1930年代にすでにその危険性を明らかにした事件が起
こっていました。ケン・ローチ監督の映画「大地と自由」は、ス
ペインの内戦を「テーマ」にしています。イギリスから夢と義憤
にかられた青年が、スペイン内戦に義勇兵としてPOUM（反ス
ターリンの共産党の民兵組織）に参加し、フランコ軍と戦いま
す。そのうちPOUMやアナキストと共産党（スターリンのコミン
テルンに支持された党）との戦いになっていきます。20年ほど
前に読んだジョージ・オーウェルのスペイン内戦体験記とも言
うべき「カタロニア讃歌」そのままの展開です。ストーリーは、
仲間たちが共産党軍によって殺されるシーンで終わります。青
春映画ですが救いはありません。

　今、レーニン・スターリンの時代のソ連史が明らかにされ
つつありますが、その犠牲者は2千万人とも3千万人とも言わ
れています。20世紀は大いなる理想「共産主義の実現」を求
めていた世紀だったかもしれません。夢や理想は甘美なもの
です。しかし、実現されない夢や理想ほど多くの犠牲と罪科
を残すものもありません。KKC（経済革命倶楽部）の例を出
すまでもなく。

　ジョン・F・ケネディ第35代米国大統領が「国が諸君のため
に何をなし得るかを問うのではなく、諸君が国に何をなし得る
かを問いたまえ」と1960年1月の就任演説で述べたのはあまり
にも有名な話です。わが国は、戦後民主社会を築くために欧
米、特に米国の制度に学びながら、また模倣しながら制度化
に努めてきました。
　しかし52年前の世界大戦では「欲しがりません勝つまで
は」とか「滅私奉公」とか最後は300万人を超える国民の命を
国のために犠牲にしたにもかかわらず敗戦で終わりました。 
　戦後のわが国の民主主義は、二度と戦争を起こすような公
権力の暴走を許さないように権力の行使に対して自由に批判
したり厳しく監視したり、抑制することができるように制度化さ
れてきたといえるかもしれません。
　言い換えれば、国民一人ひとりが国や公共のために何かを
することに非常に懐疑的なところからスタートしたといえるで
しょう。ですから、ケネディ大統領が言った「諸君が国のため
に何をなし得るのか」というもう一方の民主主義の柱にあまり
目を向けてこなかったのではないでしょか。だから奉仕をボラ
ンティアと言い換えたりするのかもしれません。しかし、そろそ
ろ私たちも地域や公共のために何ができるのかを今まで以上
に真剣に考える必要があるのではないでしょうか。 

　そんな時期に押立堀の整備が押立地域の皆さんの力に
よって計画から作業まで進められました。地方分権時代の市
民参画による市民自治のお手本になっていくのではないかと
思います。
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漫才ライブ「爆笑問題」に笑う

消費税給付金支給について
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　今からちょうど17年前の1980年、時代は漫才ブームの
真っ盛りに初めて漫才のライブショーを見に行きました。や
すしきよし、ツービート、B＆B、セントルイス、ザぼんちなど
そうそうたるメンバーが出演し銀座博品館劇場は熱気にあふ
れていました。 
　昨年は､障害者漫談のホープ「ホーキング青山」のライブに
も出かけました。車いすでのお笑いはなかなかの迫力でした。 
　17年ぶりに見た漫才は、テレビ「ボキャブラ天国」にもレ
ギュラー出演していた「爆笑問題」です。同じ博品館劇場でし
たが、客層は20代中心で、過ぎた月日の長さばかりが気になり
ました。テンポの良さと幅広い時事ネタを中心に、1時間20分
のトークショーを楽しむことができました。 
　私が好きなフレーズを紹介すると、 

太田：でも、今あの人（女優の賀来千賀子）が何の前触れも
なく名前を「核地下子」に変えたら物凄いインパクトあるだ
ろうな。 
田中：そんな意味もないインパクトつけてどうすんだよ。 
太田：なんか中国の核実験に対する無言の抗議って感じがし
てさ、出てるドラマはチャラチャラしたトレンディードラマな
んだけど、いざ、出演のところに名前が出ると核地下子。見

てるお茶の間は一気に中国の核実験のことを思い出して暗く
打ち沈んだ気持ちになってしまう。すごいメッセージだぜ。 
田中：すごかねえよ!その自分勝手な想像で楽しむのやめろよ! 

　どうも市長職についていると堅苦しいことばかり多くて、時
にはばかなことを言って笑い転げていたいものです。

　国は、4月1日から消費税を3％から5％に引き上げました。そ
して、消費税率の引き上げに最も影響を受けるお年寄りのた
めに、臨時的な措置として一人1万円から3万円の現金を支給
することになりました。具体的な対象者としては、老齢年金の
受給者者や高齢で低所得者の方および在宅で寝たきりのお
年寄りなどです。これは国の仕事なのですが、地域に密着し
た仕事ということで全国の市町村長が代行して支給事務を進
めることになったわけです。 
　稲城市では、65歳以上の方全員に申請の書類を郵送しま
した。そのうち6,089人から申請があり、平成8年度の市民税
が非課税（扶養者も含む）の方1,400人に給付金を支給しま
した。「該当する人にだけ郵送すればよいのでは」という意見
もありましたが、税に関する情報はプライバシーの保護が義
務づけられており、たとえ福祉に関することであっても本人の
了承なしに勝手に個人の税情報を使用できないことになって
います。 

　また、逆に税情報を調査して該当する人だけに郵送すると
「私のところには来たけれどあなたのところには来たの」などと
いうちょっとした会話の中で、市民税が非課税かどうかわかっ
てしまうという弊害もあるわけです。 
　申請書をお送りいただきながら給付金を受け取ることがで
きなかった4,689人の皆様にお手数をおかけしたことをお詫び
申し上げますとともに、文書は稲城市長となっていますが稲城
市の施策ではないことをご理解いただければと思います。
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戦略を欠いたゴミ処理政策

「匿名について」
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　多摩川衛生組合（稲城市、狛江市、府中市で構成）が全国
で最先端の廃棄プラスチック再処理事業に取り組んでいると
いうことから、石井道子環境庁長官が環境月間の初日の6月1
日に訪れました。 
　三多摩の27市町はゴミの最終処分場の延命を図ることが
重要な課題となっています。本市では、この4月から回収が
義務づけられ燃やせばダイオキシンや炭酸ガスを発生する
ペットボトルなどを最終処分場に持ち込まないようにするた
めに、平成4年10月から分別収集を実施し、リサイクルに努
めてきました。 
　また多摩川衛生組合では、オゾン層の破壊の原因となるフ
ロンの家電製品からの抜き取りも独自で進めてきました。 
　今回の廃プラスチック処理施設は、三つの特色があります。 
①洗浄に水や薬品などは一切使用せず、二次公害の心配が
なく低コストで地域内処理が可能なこと。 
②紙パック、食用油ボトルなど広くプラスチック製品に拡大が
可能で、高品質高価格のリサイクルができる。 
③産業廃棄物である廃木材とプラスチックから再生木材を造
りだすことができ、熱帯雨林保全という地球環境保護に直結
する技術があり、また情脈産業の育成が目指せる。 

　日本の廃棄物処理行政は、産業廃棄物の不法投棄や処分
場問題、ダイオキシンや炭酸ガスの発生抑制問題など多くの
課題を抱えています。外交防衛政策などでも戦略（長期的な
見通し）を欠いていると言われますが、今必要なことは、各省
庁の場当たり的な対応ではなく、原料の輸入から最終処分ま
で産業政策・環境政策・処理技術を総合的体系的なものとし
て戦略を立てて取り組むことです。中央省庁の統廃合もタテ
割りの弊害をなくし政策の総合調整が可能なものであって欲
しいです。

　わたしの所には、時々匿名の封書が送られて来ます。「市長
への手紙」（公に自由に出せるはがき）は、時々ではなく常にと
言って良いくらい匿名のものが届きます。平成8年度は325件
中56件が匿名で、全体の17％に当たります。匿名ということ
は、返事を送る相手が分からないわけですから、返事は必要
ないのですが、あえて返答をつくり決裁しています。ただし、職
員個人を中傷するものや、明らかに事実に基づかないものは
取り合いません。匿名の手紙は、無責任で、受け付けるべきで
はないという意見もありますが、市民から選ばれた市長として
パイプは開放しておかなければと思っています。 
　評論家の雑賀孫市氏がウェッジという雑誌に書いていまし
たが、日本の犯罪の検挙率が高いのは密告が多いからで、米
国はどちらかというと他人のことは構わず、独立心が強いから
警察にも協力的でないと。1991年の重大犯罪の検挙率は
87.7％、米国21.2％という数字を示しています。日本の警察能
力は密告に頼っている部分があるので高まらないと。ですから
犯罪の分析や捜査能力はFBIのほうがはるかに上で日本も取
り入れていると。米国人は関心がある者とない者にはっきり別
れる。無いものは政治に関心がなく、新聞も読まない。しかし日
本人は何にでも関心をもち、人が何をやっているのか異常に
興味を示すと。 

　オウムの林容疑者や岡光前事務次官の逮捕も、通報や怪
文書によるそうです。密告の多い相互監視システムが日本の
安全を保障しているとも言えるわけですが同時に日本社会の
息苦しさ、住みにくさの原因にもなっているわけです。
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連帯責任について

見る格闘技の危うさ 
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　毎年夏になると、全国の高校球児たちが甲子園を目指すわ
けですが、野球部員の一人の喫煙やけんかなどが明らかにな
ると、連帯責任ということで、大会出場を辞退する場合もあり
ました。 
　昔から、五人組とか隣組という互助単位が地域にはあり、助
け合いながら連帯責任を負ってきました。法律的制度や最近
の生活スタイルは、個人主義型になりつつありますが「そんな
ことをすると世間の笑いものになる」と言うときの「世間」と同
じように、私たちを支える日常意識の中に脈 と々世間や連帯責
任という道徳観が生きているのです。 
　野村証券、第一勧業銀行に続き、山一証券へと総会屋の手
口は特別なものではなく、証券会社や銀行の「弱み」につけ込
み、企業側の関係者は連帯責任を恐れ、表ざたにしないで丸
く収めようとするわけです。それがかえってマイナスになり、さ
らにつけ込む余地を与えるという構図になるわけです。 

　一つ一つの過ちの「何が悪いのか」「なぜルールを守らね
ばならないのか」でなく「皆に迷惑をかける」「会社に迷惑を
かける」という連帯意識が事を大きくしてしまうのです。連帯
責任は、集団の結束を強め、リスクを分かち合うことでもありま
すが、反面、もたれあいや馴れ合いに陥りやすく、過ちや腐敗
を自ら正す厳しさに欠けます。 
　企業の情報公開を株主総会や監査機能の強化などによっ
て進めることや、会社への忠誠ではなく、何が社会的正義なの
かという倫理観を育てていくことや、その集団に所属しない人
を意識することも必要です。

　K-1という格闘技集団の名前を聞いたことがある人もいると
思いますが、空手やプロレスをはじめ新格闘技の試合を何万
人ものお客をよんで行い、テレビでも放映されるほど、今は
ブームです。ただし、最近のブームは「行う格闘技」ではなく
「見る格闘技」のようです。よくバーチャル・リアリティー（仮想
現実）などといわれますが、テレビゲームの普及が誰でも格闘
技を楽しむことを可能にしました。さて「見ることと行うことの
決定的な違いは」と問えば当然のことですが、恐怖や痛みを伴
うか伴わないかということになります。 
　防衛問題などで国を憂う知識人は「日本は平和ボケしてし
まった。今の日本人には国を守る気概などないのではないか」
と、ことあるたびに発言します。しかし、国民が平和ボケしてい
るように見えるのは、テレビゲームの格闘技のように恐怖や痛
みを感じていないからではないでしょうか。 
　私は学生時代から空手を続けてきましたが、恐怖や痛みに
よって人は即座に変わります。女性でも子供でもどんなに気弱
に見える人でも自分の内に秘めた攻撃性をもっているのです。 

　平和な時に格闘技を行う意味は、自分の痛みを人の痛みと
して感じることと、自分の攻撃性を知ること、そしてその魔物を
「飼い慣らす」ことかも知れません。 
　最近の歯止めを知らないいじめの暴力は痛みを知らない世
代の特色かもしれません。
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稲城一中50周年とこれからの50年

今年印象に残った一言「性善説・性悪説」
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　11月2日は、稲城第一中学校の創立50周年の記念式典が開
かれます。私は昭和27年生まれで、戦後の貧しい時代の経験
も少しあります。小学校時代の写真を見ると、つぎあてだらけ
の服でしたし、兄弟争って空腹を満たしたという思い出もあり
ます。また稲中入学当時は町内ひとつの中学校でしたから、自
転車で通学しましたし、下平尾から１時間近くかけて毎日自転
車で通う友人もいました。このころから本格的な経済成長が
始まり、みんな忙しくなりました。坂浜の天満神社で盛大に行
われていた秋祭りが行われなくなったのもこのころでした。こ
の50年は豊かな経済と生活の安定を求めてきた時代といえる
でしょう。 
　さて、これからの50年はどんな時代として迎えることができ
るでしょうか。今の私たちを支えているエネルギーはもつので
しょうか。世界の人口の爆発的増加による食料危機は来るの
でしょうか。南北の経済格差による戦争は食い止められるので
しょうか。オゾン層をはじめととする地球環境の破壊はどこま
で進むのでしょうか。 

　この稲城では、農業は、産業の空洞化は、ニュータウンの高
齢化は、過疎化は、まちの活力はどうなっていくのでしょうか。
世界の問題が私たちの日常生活に直結する時代となることは
間違いないでしょう。難しいことばかり頭に浮かんできます。し
かし稲城一中の校歌のように「つどいし友はそれぞれの希望
に燃えて進みゆく」と若い世代が声高らかに歌い上げることが
できる時代を、あらゆる英知をしぼって創っていくことが私た
ちの責務であることは明らかです。

　全国の市長の中にはさまざまな経歴の持ち主がいます。北
海道の恵庭市の合原市長は元自衛官ということもあって、同市
で開かれた今年の全国青年市長会総会の基調講演は現職自
衛官による防衛問題でした。
　「防衛というのは、一般の国民にとっては、あまり聞きたくな
い話で、どちらかと言うとあまり考えたくないことを我 自々衛官
は考えなければならないという宿命を負っています。『隣の国
では武器をいっぱい持っているけれど、彼らは皆人が良いから
日本に対してはそれを使わないだろう』という考えは性善説で
す。それに対して、『今は仲が良いけれどもひょっとしたら武器
が使われるかもしれない。そのときには、どうするるんだ』とい
うことを考えなければならず、性悪説で見ています。どちらか
と言えば、あまり良い職じゃないと思っています」。「我が国の
防衛の現状と課題」というテーマで陸上自衛隊北部方面総監
で陸将の磯島恒夫氏が行った講演です。

　性善説で考えれば自宅に鍵をかける必要はなくなるわけで
すが、現実にはそうもいきません。防衛問題も安全という視点
で見れば、防犯と本質的にはあまり変わらないわけです。
　危機管理とは、最悪の事態をも想定して対応を考えることと
言われますが、相手（隣国）も同じように考えていることを忘れ
てはいけないわけです。
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97年稲城10大ニュース

いよいよ地方分権正念場
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　昨年国内のニュースは経済状況の悪化に象徴されるよう
に、概して暗いものが多かったように思います。ただし、その仲
でサッカー日本代表チームのワールドカップ出場決定は明日に
繋がる明るい話題でした。 
　さて、私が選んだ稲城10大ニュースを発表いたします。
 
1	 	BMX（バイシクルモトクロス）環太平洋選手権大会が
10月に開催される。	

2	 	坂浜平尾土地区画整理事業が8月に都市計画決定告示さ
れる。また7月には坂浜堂ヶ谷戸土地区画整理事業が竣
工する。	

3	 	東京都議会議員選挙で白井たけし氏が3選を果たし、小
礒明氏が初当選する。	

4	 	（仮称）押立堀公園が多くの市民ボランティアの参加を
得て市民自身の手によって造られる。	

5	 	市内3番目の特別養護老人ホーム「ひらお苑」、デイサー
ビスセンター「ひらお苑」、稲城在宅介護支援センターが
開設される。	

6	 	市職員が出張講師をする生涯学習宅配便講座がスター
トする。	

7	 	市民の防災意識が高まり、向陽台地区でも防災訓練が行

われ、自主防災組織は18団体となる。	
8	 	福祉ショップ「わくわく」「ゆう芳の里」がオープンし、障
害者福祉の拠点となる。	

9	 	市内の火災による死者ゼロ記録2,500日を達成する（11
月30日）。	

10		大丸地域のパチンコ店出店問題は2年越しで協議されて
いるが、不調となる。	

　激動の時代に突入したようですが、稲城市にとって今年は
新しい希望の年にできればと思っています。

　残念ながら今のところ地方分権に関心をもっているのは、
業界の一部の人と言われても仕方がないのが実情です。なぜ
一般市民に地方分権の問題が浸透しないのかというと、国で
も都道府県でも市町村の事業でもなんでもいいから良いサー
ビスや公共財を無駄なく速やかに提供してもらえればよい、と
いうのが市民の本音だからではないでしょうか。
　しかし、サービスや公共財は全国統一であることがマイナ
スになる可能性があります。全国どこに行っても駅前の街は似
たようなものばかりです。人の顔が違うように街ももっと個性
があっていいわけです。国の一律の基準や補助制度が、没個
性的な街をつくってしまった大きな原因です。このこと一つ
とっても、地方分権の問題は市民生活に直接かかわることな
のです。
　国の地方分権推進委員会（諸井虔委員長）も今年の夏にま
とめる第五次勧告に国の補助事業を原則的に廃止し、地方単
独事業にするなどして、国の公共事業への権限を地方自治体
へ移すという方針を決めました。私が所属している全国青年

市長会では、昨年12月から分権に向けた運動を開始しまし
た。そして運動の目標を国が地方に出す国庫負担金や補助金
をすべて地方分権推進交付金として地方に段階的に配分す
るという内容に絞りました。既に内閣総理大臣をはじめ関係す
る機関への陳情を皮切りに、今後は全国の市町村長や議会な
どにも働きかけていきます。
　明治以来の中央集権の打破と自治体の自己決定・自己責任
を基本とした社会をつくっていくための大きな一歩が踏み出
せるかどうか、今年は大事な年です。
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相次ぐ少年暴力の意味
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　昨年から今年にかけて、伊丹十三監督に始まり、新井将敬
衆議院議員、そして49歳から51歳までの働き盛りの団塊の
世代3人の経営者の集団での自殺のニュースが飛び込んでき
ました。 
　映画「HANA-BI」は北野武監督の作品ですが、昨年イタリ
アのベネチア国際映画祭で、邦画としては黒沢明監督・稲垣
浩監督に続き、グランプリに輝きました。この映画の最後の
シーンはピストルによる自殺で締めくくられています。 
　この映画のストーリーは単調で、やくざと争うシーンも多く、
一つ間違えるとB級アクション映画の評価をされかねない面を
持っています。一つだけ特徴的なのは、北野武監督自身が描
いた絵が次 と々映画の中で映されてくることです。多分この絵
がグランプリと大きく結びついているように思います。私がこの
絵を見たとき「色や図柄もきれいでよく描けているけれど、生
命力のない絵だな」と感じました。魂の抜けたようなこの絵が
北野武監督の心象風景をよく表しており、この映画の虚無感
を十分に補強しているように思えました。

　わが国は第二次世界大戦で多くの命を失い、しかも戦争に
敗北しました。その中で学び取った精神は「命あっての物種」
という言葉に象徴されるように「死」を遠ざけ生きていくこと
を、まず最優先することでした。
　いのちの尊重と民主主義の確立で育った世代が生きること
に対して虚無的になり、死によってしか人生を完結できなく
なっている時代の逆説をついているように思えてなりません。
しかも映画としてだけでなく現実の風景として。

　3月には四街道市で友人を誘っての中学生による父親殺人
事件が起きました。ここにきて中学生の暴力事件が頻発して
います。昨年市内で開催された精神科医の山田和夫先生の講
演は、これらを理解するうえで示唆に富んでおり、ここに要約
して紹介します。
　「今の子供たちは攻撃性を増している。攻撃性は人間の本
能で、これを抑えるのが「人と喜びを分かつ心」としての情で
ある。知育偏重教育（受験教育）による知と情のアンバランス
が子供を攻撃的にさせている。そして情緒を抑制する歯止め、
コントロール装置がなくなってきている。家の中では母性原理
で平等であっても、外は父性原理の競争社会。家の中ならば
弟の自転車を黙って乗って行っても収められるが、外で他人
の自転車に黙って乗れば窃盗になるという、そのけじめがつか
なくなっている。けじめはしつけで養われ、しつけは我慢する
心、人との差を知らしめる力であり、人と共感する力を育てな
ければならないものである。人は友という基本的信頼関係をつ
くらなければならない」「今の非行少年が人を殺したりするの
は、人の痛みを頭では知っていても、本当に心から知らないこ
とによる」
　「日本では文化モデルが壊れてしまった。日本はモラルや
ルールを人と世間との間で作ってきた「恥」の文化で、モデル

は侍や軍人だった。戦争に負けたことによって、それを全部否
定してしまったが、それでも昭和50年ごろまでは「恥」の文化
で育てられた人の力が残っていた。
　しかし、その後赤面症が急速に減っていることでわかるよう
に「恥」の文化は急速に衰退した。欧米は「罪」の文化でまだ
損失は小さいものだが「恥」の文化は美学であり，モデルが必
要になる」　 
　「物や金を与えても子供をかわいがったことにはならず、親
子の触れ合いというのは日常のささやかな共同行為であり、そ
れによって子供は親に愛されたと思う」 
　今、経済も社会も戦後最大の曲がり角に立っています。戦
後５３年の意味を、徹底的に問い直してみる時期にきているよ
うです。
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120時間の猫騒動

全国初、免震構法の大規模病院
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　事件が起こったのは3月30日の夕方。市立病院の横にある
大丸公園のニセアカシアの上（約15メートル）に前日の29日か
ら白黒の猫が木に登ったままの状態でいることを野球をしに来
た人が発見し、市立病院に連絡が入りました。病院では早速
消防署に相談。午後6時ごろ消防署のハシゴ車が出動し、猫を
降ろそうとしたが、棚がありハシゴ車は使用できませんでし
た。そこで、普通のハシゴを使って30分ほどいろいろ試みまし
たが救出はできませんでした。猫は美しく眼下に咲き誇る桜を
眺めていたそうです。 
　翌日患者さんたちが気にしはじめ、見物人が増えてきまし
た。そこで、獣医師に相談すると「猫は先のことを考えない動
物なので人為的に降ろす以外にないでしょう。保健所に連絡
をとるように」と勧められ、保健所に連絡。午後３時ごろ保健
所の職員が到着し、エサをまいたり木に登ったりしましたが効
果がなく、さおを高く作り一時間ほど格闘しましたが、猫はさら
に上へ上へと登ってしまいました。その後、病院のスタッフが
木をゆすってみたりしましたがこれも効果がなく、冷たい雨が
降ってきたこともあって猫は次第にぐったりしてきました。 

　4月1日、病院職員が保健所と相談のうえ消防署に放水の依
頼をして、午後に準備を進めました。そこへ動物愛護団体の方
に近所の方から「猫が数日放置されたままだ」という通報があ
り、現場に駆け付け「放水はかわいそうだから木を切ってくれ
ないか」という意見が出され、市の「緑と公園課」の職員も
入って議論となりました。賛否両論うずまく中、午後3時に放
水を決定しました。あっとい間に水圧で猫はじょうずに着地
し、30人近い見物人が見守る中、近くの森へと元気よく姿を消
して行ったとのこと。笑うに笑えない猫騒動でした。

　行政の究極の課題は、なんといっても市民の生命にかか
わる医療ということになります。現在の市立病院は、昭和46
年に建て替えられておりますが、冷暖房、給湯をはじめ設備
関係の痛みがひどく、構造的に余裕のない施設のため、改修
工事もままならない状態でした。そこで長期間にわたって諸
課題を検討し、建て替えることになりました。建物だけでも
81億3千万円を投じた稲城市立病院の新病院が完成し、いよ
いよ7月21日にオープンすることになりました。新病院の特徴
をあげてみます。 
① 290ベッドという大規模な病院として、免震構法という地震

に強い構造を公立病院としては全国で初めて採用したこ
と。また、5ベッドについては稲城市医師会との病診連携に
活用すること。 

② 各ベッドに窓がつくとともにプライバシーに配慮した構造と
なっていること。 

③ JR武蔵野南線トンネル内の湧水をトイレなどで活用するこ
とになっていること。 

④ 高齢化時代をにらんで、リハビリに重点をおいており、今後
は医療・保健・福祉の拠点とすること。 

⑤ 最新のMRIなどの医療機器の導入やコンピューターシステ
ムの導入により段階的に待ち時間の短縮を図っていくこと。 

⑥ クリーンセンター多摩川のごみ焼却の余熱を冷暖房、給湯
などに活用すること。 

　旧病院は、今のまま活用するためには耐震補強工事や設備
関係の改修工事の必要があり、新築する場合の6割から7割の
改修費がかかるということもあり、取り壊して当面は駐車場と
して利用することとなっています。大変長期にわたって病院建
設計画に携わっていただきました歴代の市議会議員、稲城市
医師会をはじめご支援をいただきました皆様に感謝を申し上
げます。 
　市民の生命の拠点として信頼される病院となるよう努めて
まいります。
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街路樹をめぐる二つの意見

大丸瓦谷戸で壁画発見
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　街路樹のせん定（枝下ろし）については、いつも二つの相反
する意見が寄せられます。 
　「街路樹の緑は、その自治体が緑や自然をどれだけ大切に
しているかという姿勢を明らかにする。せん定は最小限にし
て、緑を大切に見守って欲しい」という意見と「緑は結構だ
が、街路樹の目の前で生活している者の身にもなってくれ。落
ち葉は落ちるし日陰にもなる。家の屋根が痛んだり、虫がつい
たりもする。眺めて通りすぎるだけの人は良いが、生活する者
にとっては困ったものだ」というものです。　どちらも、もっとも
な意見と言えるでしょう。 
　そんな中、去る5月20日午後6時からのNHKラジオ第一放送
「ラジオ夕刊」という番組で、平尾中央通りのケヤキ並木のせ
ん定が切り過ぎではないかという批判をいただきました。実は
これは5年前にも新聞や市議会で大きな問題になった案件で
す。ですから今回は事前に市議会議員、平尾の各自治会や商
店会の役員さんにもせん定の絵を見ていただいて、意見を出
していただき、慎重に進めたつもりでした。 
　平尾地区の街路樹は25年以上もたっているため、このまま
幹が太くなると、もともと狭い歩道の通行に支障を来たすこ
とや、張り出した根が歩道を凸凹にするという問題がありま
した。電線や電話線信号機の支障にもなっており、2年前に

は台風で倒れそうになったケヤキの枝が惨事を引き起こしそ
うになったこともありました。近くに住んでいる方から再三苦
情が寄せられていたこともあり、自然樹形を維持するのは困
難で、樹勢を抑えるために多少強いせん定が必要だと判断し
ました。 
　2年から3年もすれば樹形は整ってきます。NHKラジオ
には、もう少し突っ込んだ取材をして欲しかったと思って
います。

　8月12日の読売新聞朝刊に、稲城市大丸の瓦谷戸の窯跡
で奈良時代の線刻壁画が発見されたという記事が一面を飾
りました。またその日の朝のNHKテレビでもこのニュースが
放映されました。この線刻壁画は第一級の考古学上の発見
だそうです。 
　大丸地区の川崎街道に沿った現在米軍が使用している多
摩サービス補助施設（かつては陸軍火工廠多摩火薬製造所）
周辺の谷は、昔から｢瓦谷戸｣という地名で呼ばれていました。
既に江戸時代から瓦を焼く窯があることが知られており、大正
14年には東京都の旧跡として指定されていました。今回は川
崎街道の拡幅に伴う調査として行われました。ちょうど川崎街
道の多摩川衛生組合入口から多摩市方面約300メートルのと
ころです。 
　発見された2基の窯跡のうち一つの燃焼室の右側の壁から
複数の馬の線刻が発見され、8世紀中頃から後半にかけてか
かれたもので、かまど神信仰の源ではないかという説も出てい
ます。この窯は武蔵の国のいろいろな郡から依頼されて瓦など
が作られていたことが刻印からわかり、武蔵国の管理によって
作られた言わば国営の窯と言えます。既に「城山」と呼ばれて
いた大丸遺跡は窯跡が15基も発見されており、8世紀前半に
操業が開始され、武蔵国分寺や川崎市寺尾台廃寺や武蔵国

府に多くの瓦が供給されており、瓦谷戸に先行、あるいは同時
期の窯跡群です。 
　約1250年前の奈良時代には、この谷戸に渡来人をはじめ数
百人の職人が住んでいたものと思われます。また窯の構造は
完成したばかりの多摩川衛生組合の新炉によく似ています。
なにか歴史の因縁めいたものを感じてなりません。 
　この遺跡の保存については専門家の意見を聞き、方向づけ
をしていくこととしています。
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出生率低下の意外な理由

スプーン曲げの清田君と会う
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　わが国の21世紀に向けての最大の問題は、人口の高齢化と
出生率の低下といわれています。出生率低下の理由は意外な
ところにありました。 
　清家篤慶応大学商学部教授の研究によると 
　「結婚をした若い女性はたいがい子供を産んでいます（昭
和40年代前半以降ほぼ平均して2.2人　厚生白書）。女性ひ
とりが産む子供の数が統計上極端に減ってきている（1.4人）
最大の理由は晩婚化と、特に若い女性が結婚しなくなったこと
が原因です。日本では、結婚しても男性が家事を分担してしっ
かりと家庭を支えるところまではいっていません。親と同居し
ているキャリアウーマンは、結婚することによって家事負担は
重くなり、家も狭く、家賃の負担は大きくなり、親よりも経済力
のない若い男性と暮らさなければなりません。また女性は、時
には仕事を辞めるべきかというような選択も迫られます。です
から結婚しても良いことがあまりないというのが結婚しない大
きな理由といえます。少子化は日本だけの問題ではなく先進国
共通の問題です。ただ、アメリカやイギリス、北欧などは旧い
家族観が解体しており、婚外子＜いわゆる未婚の母＞を社会
が認める方向に進んでいます（婚外出生の割合は日本が約1％
で、北欧は50％前後、イギリス・フランスは30％強）。ところ
が、第二次世界大戦の敗戦国である日本、ドイツ・イタリアは

そろって旧い家族観が強く婚外子を認める方向にありません。
しかも出生率の上昇によって高齢社会を支えようと発想しても
実際には30年も40年も必要となるわけで、今からでは間に合
わないわけです。子供を生みやすい環境整備の充実などの施
策は、出生率を上げるための「生めよ殖やせよ」ではなく子供
を生み育てるのは楽しいことということをフォローしてあげられ
る施策として考えるべきではないか」 
　日本人の家族観を変えることが良いことかどうかは難しい問
題ですし、変えるのに時間もかかります。ただ、結婚しやすい
環境を作っていくことは重要な課題です。 
　また高齢社会を支えるマンパワーとしては、先進国では日本
が定年退職後の働く意欲がずば抜けて高いのです。これは大
きな可能性です。

　先日、学生時代の空手部のOB会に、一時スプーン曲げで有
名になった清田益章君の講演とスプーン曲げの実践が見られ
るというので、期待と同時に眉に唾をつけながら出席しました。
小柄で色白、今はボディビルや空手も始めたということでがっ
しりした体格の持ち主でしたが、笑ったときの少しはにかんだ
表情は20数年前にブラウン管で見たその人でした。 
　1962年生まれで、物心ついてから思い返してみると、不思
議な現象が多くあったそうです。小学校の3年生ぐらいから自
分は変わっていると思うようになったそうですが、超能力だと
思ったことはなく、超能力現象と言われることも自分にとっては
普通のことだと思っていたそうです。ですから1974年にユリ・
ゲラーが来日し、スプーン曲げをテレビで見せたときも、自分
では何も不思議なことだとは思わなかったそうです。その後、
国内外を問わず大学や研究所で実験に呼ばれ、研究対象に
もされたそうです。 
　スプーン曲げのコツはスプーンを見て心の中で起こしたい
ことの結果をビジュアル的にイメージし、折れた最後に皆が
驚いている雰囲気を思い、自分が安定して満足している心の
状態をイメージすることだそうです。集中するとき雑念が現
れるのは仕方ないことで、雑念を振り払うのではなく、気にな
らなくすることが大切だそうです。そして、いよいよ実践に入

りました。最初１～２分スプーンをゆっくり撫で、根元の端を
持つと５分ほどでスプーンの頭の部分の下が徐々に切れ、机
に落ちました。 
　私の目の前で、間違いなくスプーンが切れたのは確かでし
た。トリックかどうかも、なぜなのかも理解できません。自然界
で科学的に説明がつく現象は実はまだ一部で、現象はわから
ないことだらけです。宇宙はなぜ存在し、今後どうなっていく
のかなどは最大の謎です。これからもいろいろな謎が解かれ
ていくことを期待したいと思います。
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金融危機の本質

98年稲城10大ニュース
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　今は映画監督でもあるビートたけし氏が「赤信号みんなで
渡ればこわくない」というギャグを流行語にしたのは20年も前
のことです。いよいよみんなで渡っていた赤信号で交通事故
が始まり死亡者や重症者が続出してきています。みんなで渡
れば安全だったわけではなく怖くなかっただけのことで、今度
はみんなで事故にあっているのです。テレビも新聞も全国の駅
前も街の風景も流行もみんなが同じという日本社会の特徴を
たとえた名言と言えるでしょう。 
　歴史は繰り返すと言いますが、戦前生糸が稼げるということ
で多様な農村風景を桑畑一色に染め、化学繊維が出現すると
生糸相場が急落し日本の多くの農村が疲弊し、軍の反乱や満
州開拓の原因にもなりました。大きな成長を進めるためには多
様性は時として非効率となります。しかし、将来の変化に対応
していくためには多様性は欠かせません。生き物に性があるの
は異なる性と交わることによって未来に多様な遺伝子を残そう
とするからなのです。多様性は未来に対する保険なのです。 
　教育も多様な人材、個性化といいながら偏差値を高め無難
にエスカレーターに乗っていこうとする本音に偏り過ぎまし
た。エスカレーターに乗った人生もすでに危険なものになりつ
つあります。銀行は1970年代は銀行貸し出し総額対名目GDP
比率が70％程と一定だったものを80年代から経済成長を上

回ってお金の貸し出しをつづけ、90年代の低経済成長時代に
入っても貸し出しは100％に膨張したままというデータがありま
す。銀行が減り、企業が整理されるのは避けて通れません。ま
さに戦国時代に入り、モデルやエスカレーターはなくなり試行
錯誤の時代に入ったのです。 
　今必要な人材は、自らリスクを背負って経済的冒険をしてで
も新しい産業を開拓する人です。そして行政のこれからの責
務は、そのような人材を育て活躍できる基盤をつくることなの
です。

　昨年は一昨年以上に金融危機が拡大し、貸し渋りなども
あって中小の企業にとっては、特に厳しい一年でした。市に
とっては、懸案であった大型事業に一定の区切りを付けること
ができた節目の年であったと言えるのではないでしょうか。 
　さて、私が選んだ稲城10大ニュースを発表いたします。 

1	 	免震構法による市立病院の新棟が290ベットに増床して
オープンし、病院ボランティアも募集する。	

2	 	多摩川衛生組合で450トンの新炉が完成し、灰溶融炉を
導入する。灰のリサイクルを進め、ダイオキシン対策も
万全を期す。	

3	 多摩川原橋、是政橋の上流部新橋が開通する。	
4	 	市立小中学校の校舎の耐震工事を完了し、全校が耐震校
舎となる。	

5	 	大丸瓦谷戸窯跡遺跡で、窯内部から日本で初めて馬の線
刻画が発見される。	

6	 	ニュータウン内第3公園にナイター照明付きの多目的運
動施設が完成する。	

7	 	在宅の高齢者施設として夜間も訪問する「24時間ホーム
ヘルプサービス事業」がスタートする。	

8	 	稲城消防署で救急通報時電話による心臓マッサージなど

の口頭指導をスタートし、成果をあげる。	
9	 	稲城大橋下に押立ふれあい会館が完成し、多目的集会施
設として利用される。	

10	 	国の不況対策としての中小企業への特別融資に300件
を超える申し込みがある。	

　本年は13年度から始まる新長期総合計画の制定に向けて
の議論や、介護保険制度の準備も本格化させる年に当たりま
す。市民の皆さんの声にしっかりと耳を傾けながら着実に進め
ていきたいと思います。
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最後は意地悪ばあさん青島知事退陣
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　2月1日、青島知事が突然選挙に出馬しない記者会見を行い
ました。みな出馬宣言をするものと思っていたわけですから、
まさに意表を突かれたというのが正直なところでした。選挙に
勝てそうもないので退陣するというわけではなく、各政党が青
島知事に勝てそうな候補者が見当たらず、不戦敗の可能性が
大きくなってきたときの不出馬宣言というのが青島流の美学
だったかもしれません。最後は人を食った「意地悪ばあさん」
で決めたなぁというのが私の実感です。
　さて、稲城市長としては青島知事の4年間は高く評価できる
と思っています。稲城から選出されている白井威都議会議員
が、都議会でオーストラリア出身のグレゴリー・クラーク多摩
大学学長の「日本はまだアメリカの占領下に置かれているの
か。稲城市周辺の川崎街道の渋滞はひどい。私も通学で苦労
している。米軍に対して、強く道路拡幅の要求をするのは当然
である」というような主旨の発言を引用して知事に迫ったこと
がきっかけで、青島知事自身、現地視察まで行いました。そし
て知事の直轄事業として位置づけ、都・市行政・議会も一体と
なって精力的に米軍と交渉をした結果、12年度までには稲城
市と多摩市の間の川崎街道の拡幅が決定し、既に用地買収も
終了しました。

　青島知事に対しては、都市博中止以外に大した成果を上げ
られなかったという批判があります。 
　バブル崩壊後という時期も運が悪かったと思います。また
食料費や交際費問題という内向きの処理に追われたことも原
因だと思います。しかし、私が直接接してみて感じるのは、政
治に携わるには余りに闘争心が足りない（争いごとを好まない
性格）ということが、原因であるように思えてなりません。

　今日から平成11年度がスタートしました。市役所の仕事は
皆さんの税金によって支えられています。1円たりとも無駄にす
ることなく効率的に市民福祉の向上にむけ努力していきたいと
思っています。 
　さて、若葉台の街開きも始まり新しい市民を迎える季節とな
りました。稲城に移ったばかりの人だけではなく多くの市民か
ら「稲城は税金が高い」という批判をいただきます。「税金」と
言ったときの意味は一般的には市民税を指すものと思われま
す。市民税は所得が増えれば増えるという仕組みになってお
り、全国一律の税率を使っています。従って、稲城市だけが市
民税は高いということはありません。本人の所得が上がればど
こに住んでいても市民税は上がります。 
　次に固定資産税ですが、土地については地価公示法に基
づく公示価格などの7割の評価と決められています。従って全
国どこでも地価公示価格の7割が基準となるため、稲城だけが
高いとか独自の評価をすることはできません。しかも7割評価
が採用されて以来、現在の課税標準は負担調整措置により、
税負担は低く抑えられており、むしろ稲城の場合は他の自治体
より低めとなっています。また、家屋についても「評価基準」に
基づくものでり、稲城独自の基準を設けることはありません。一
方都市計画税は、全国レベルでは多くの団体が制限税率の

0.3％を採用しています。ですから全国レベルで見れば稲城市
の都市計画税が高いということはありません。ただし、三多摩
の各都市では約1割減額しており、稲城市は1割減額していま
す。最後に国民健康保険税ですが（保険料としている自治体
もあり）全国的な比較資料がある平成8年度でみると被保険者
1人当たり全国平均7万3千400円、東京都平均6万2千100円、
稲城市は5万9千700円であり低めに抑えられています。 
　結論を申し上げますと、稲城は税金が高いというのは根拠
のない話といえます。
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江戸川競艇の管理者に決定

市内循環バスについて

081
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　三多摩のほとんどの市が公営ギャンブルを行っていること
はよく知られていることです。事業規模が大きいのは府中市
で、平和島競艇の開催権を持っており、ピーク時には168億の
収益を1年間であげたこともあり、これらの収益は市の事業費
となって市民に還元しています。府中市にある多摩川競艇は、
青梅市が開催権を持っており、こちらも今年度の収益予測は9
億円ほどですが、最盛期には100億円を越える収益をあげてい
ます。また、立川市は立川競輪を行っており、これも大きな収
入源となっています。 
　上の三つの市は別格として、稲城市は、少し遠くなりますが
江戸川区の一級河川である中川放水路を競争水面として、多
摩市・あきる野市と共同で3市収益事業という一部事務組合を
作り、競艇事業を行っています。昭和48年に始まった事業によ
り、平成10年度までの25年間で、1市あたり153億7千万円余り
が配分されています。最高は、平成3年度でしたが、単年度で
15億円の配分がありました。平成11年度は、予算額で5千万円
まで下がってきています。

　このたび、3市収益事業の管理者（代表者）であった臼井多
摩市長が退任されましたので、5月1日に構成市3市の市長が
集まって協議をし、私が管理者になることに決定しました。か
つて、稲城では、森市長が管理者を務めたことがあります。 
　ギャンブルに対する一人ひとりの受け止め方はさまざまだろ
うと思いますが、市にとっては欠くことのできない収入源です。
収益金はまちづくりや福祉などに独自財源として活用してきま
した。当面は大変厳しい経済状態が続きますが、お客様に喜
んでいただける健全な競艇事業を目指して、取り組んでいき
たいと思っています。

　稲城市の65歳以上の人口もついに10％を超え、いよいよ本
格的な高齢社会に突入しつつあります。最近特に市民の間や
議会で、高齢時代をにらんで話題になるのが市内循環バス
「ミニバス」です。歩くのが不自由になった方や公共施設の利
用に便利な乗り物として強い要望をいただいています。 
　市内には、JR南武線の矢野口、稲城長沼、南多摩と京王線
相模原線の京王よみうりランド、稲城と5つの駅があり、さらに
若葉台、栗平、新百合ケ丘と合計8つの駅を稲城市民は利用
しています。 
　ですから、おおむね市内どこでも20分から30分ほど歩けば
どこかの駅に行けるわけです。稲城市は人口も少なく、人口密
度も低いうえに、8つの駅に市民が分散することによってバス
網が発達しにくいわけです。このような事情もあり、市民参加
の「市内循環バス検討委員会」で4年から7年まで10回にわた
る討議を重ねていただき、路線の考え方、料金や運行回数な
どについても答申をいただきました。施策の継続性や財政面
からの検討を行政として行い、現段階ですぐに導入することは
困難という結論に達しました。例えば、羽村市では議会への陳
情がきっかけとなって公共施設を回るバスをスタートさせまし
たが5年から7年の3年間実施し年間3,300万円の赤字を出し、
トータルで1億円の赤字を助成をすることになりました。 

　乗車人数が極めて少ないという結果となり、8年度からは
廃止となりました。羽村市は稲城市より人口密度も高く鉄道
の駅も少ない町です。武蔵野市の「ムーバス」は比較的うま
くいっていますが、全国671市の中で1位、2位を争う人口密
度の高い町です。また高齢化率も三多摩一です。町の熟成
度も違います。 
　稲城市でもいずれ取り組むべき課題だと思っていますが、
13年度以降の事業を決める第三次長期総合計画審議会が市
民参加で始まるところでもあり、議論していただきたいと思っ
ています。
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米軍施設共同利用に追い風

多摩・稲城両市ぎりぎりの決断 ニュータウン住宅建設補助金問題
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　私が市長職をスタートさせた平成3年に始まり第9回目を迎
えた日米親善ゴルフ大会が、7月6日市内米軍施設の「多摩
サービス補助施設」内のゴルフコースで、稲城市側117人、米
国側21人計138人の参加によって実施されました。今回も市民
公募を行いましたが、応募された方全員にゴルフプレーを楽
しんでいただくことができました。この日は、お昼のNHK
ニュースでもこのゴルフ大会の模様が放映されました。 
　石原慎太郎知事は、横田基地をはじめ米軍施設の日米共同
利用を推進していくことを施策の柱として打ち出しています。
しかし、横田基地については特に民間飛行場としての共同利
用については、あくまでも基地撤去を主張する自治体と、地域
活性化のためにも共同利用を推進していく意見に分かれま
す。稲城市、多摩市にまたがる「多摩サービス補助施設」は、
軍事施設ではなく、米軍や家族の厚生施設として利用されて
います。面積は約198ヘクタールでそのうち151ヘクタールが稲
城市分となっており、ゴルフコース、馬場、キャンプ場などがあ
り、現在は宿泊施設のロッジの建て替えを行っているところで
す。両市とも全面返還を求めていますが、返還が実現するま
での間は、共同利用を促進することで一致しています。今回の
ゴルフ大会も年1回のみであり、その他の施設の利用も極めて
限られています。 

　返還のための活動は、旧南多摩五市の市長・議長で構成す
る南多摩ニュータウン協議会で行ってきました。4年前は村山
首相にも直接お会いし、要請しました。また川崎街道拡幅のた
めの部分返還は既に決定しました。今年は、東京都市長会の
要望項目にも入れることができました。石原知事も近 に々は、
現地を訪れることになっており、力を合わせて共同利用に向
け、頑張りたいと思います。

　平成8年に東京都の「行政改革大綱」が策定され、その後
高率の都の補助金を2分の1以内にカットする見直し案が示さ
れ、多摩ニュータウンの住宅建設補助金も対象に上げられま
した。多摩市、八王子市、稲城市のニュータウン建設を進める
3市への補助金制度で短期間に多くの学校を建設することか
ら、地元市に多くの財政負担をかけることを避けるために、都
が学校建設の返済金を負担していくことで街づくりが進んで
きました。 
　しかし、東京都は 
① 多摩ニュータウンの入居によって地元市の財政力も高まっ

てきたこと。 
②都の財政危機は深刻化していること。 
③ 百パーセントの補助は、ほかの政策に比べて均衡を欠くこと

を理由に継続できない 。
　と主張してきました。一方、3市は百パーセントの補助は
ニュータウン受け入れの条件であり、地元市は財政に大きな
影響を受けると訴え、3市は3ヶ年にわたり市長・議長共同で知
事に対して全額補助の要請行動も行い、また2年半に及び協
議を行ってきましたが平行線のままでした。 
　その後最終案が示され、本市の場合、2分の1補助から概ね
3分の2補助となり、地方交付税算入分も含めると17％程度の

市負担（今後30年間の返済金300億円のうち50億円程度が
実質市の負担）となるものでした。そこで「都は財政再建団体
転落の崖っぷちに立たされていること」「青島知事から石原知
事への交代・この補助制度に詳しい多摩担当の副知事の交
代」「このままいくと財政再建推進プランに載せられゼロから
の交渉になること」「平成10年度の補助金が満額受けられな
い可能性があること」などを勘案し、最終案の受け入れを稲
城・多摩両市は決断しました。 
　たまたま最終交渉の時期が4月の統一地方選挙の時期と
重なり、新議会も5月13日まで招集されなかったため、市議
会に詳細について逐次報告できませんでした。しかし、その
後の東京都の動向を見るにつけ、私と多摩市長の判断は大
変厳しいものがあったとはいえ、間違っていなかったと確信
しています。
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エアコン無しのわが家

映画シンプル・プランを見て「あなたなら、どうする」
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　関東地方の今年の夏は例年にない多雨に加え、記録破りの
猛暑だったことが気象庁の統計値からも明らかです。8月の東
京平均気温は28.5度で沖縄の28.4度を上回りました。わが家
は裏に三沢川が流れていることもあり、普通の夏ならお盆を過
ぎれば涼しい風が吹いてきて、寝苦しい夜はあまりないのです
が、今年は9月初めまでだめでした。ですから朝になると、下着
は首の周りが汗で「びっしょり」という日が続きました。 
　恐竜は6千500万年前、突然死滅しました。気候変化がその
原因といわれています。人類の起源はおよそ300万年前で、地
球上のさまざまな環境の変化に適応することによって生き延
びてきたのです。しかし文明の進歩は、自然を変え、コントロー
ルする方法を人類に与えました。特に20世紀は、石油という大
量で安価な、しかも加工も運搬もしやすいエネルギーを使うこ
とにより、人工的な快適環境をつくり出すことに成功しました。
反面、二酸化炭素による地球温暖化問題に象徴されるよう
に、地球環境そのものにも影響を与える時代となりました。 
　一方、子供たちの「生きる力」が弱まっていると指摘されて
います。「生きる力」とは、自然や社会環境に適応する力とも言
えるわけで、適応する前に環境を快適に変えてしまえば、力が
弱まるのは当然のことです。わたしの親の世代は食べるのに精
一杯という生き方を強いられてきました。ですから生きていく

ためには社会にも自然にも適応するほかなく、そこでもまれて
鍛えられたのです。
　植生学者で横浜国立大学環境科学研究センター長の宮脇
昭氏は「最適環境は最高環境にあらず」と言っています。植物
は少し不快環境の方が強いのです。人間も同じかもしれませ
ん。自然体験や多様な体験が青少年に特に必要なのもそのた
めです。
　そんなことでわが家では今年も「いずれ秋が来る」と、やせ
我慢でエアコンも入れずに過ごした暑い夏でした。

　稲城市から一番近い映画館は、新百合ヶ丘のワーナーマイ
カルではないかと思います。上映映画の本数の多さもさること
ながら、劇場空間や椅子も思った以上にゆったしており、ロ
ビーはロサンゼルスやニューヨークの本場の雰囲気です。 
　さて本題の映画「シンプル・プラン」ですが、ストーリーは3
人の友人が墜落した飛行機の中から操縦士の死体と400万ド
ルの現金を発見したことから始まります。この大金を主人公の
最もきまじめなハンク（ビル・パクストン）が保管することにな
ります。（大金をめぐる映画には名優ハンフリー・ボガードが出
演した砂金掘りの「黄金」、数年前にアカデミー賞候補にもノ
ミネートされた偽装誘拐の身代金要求の実話を映画化した
「ファーゴ」が思い浮かびます。）やがてハンクは妻のアドバイ
スが原因で仲間割れを引き起し、友人や隣人だけでなく、最
後には自分の兄まで殺すことになってしまいます。愛する妻、
まともな仕事、尊敬してくれる友や隣人に囲まれ幸せに生きて
いた地道な男が「400万ドルを拾う」という偶然から揺らぎ、ア
リ地獄に落ちて行きます。 
　原作はスコット・スミスで、1993年に米国で発表されるとそ
の日のうちに売り切れる話題作でした。映画では人物像や関
係が描ききれていないためか、理解しにくい点もありますが、
最大の面白さは「私ならどうするか」と問いかけられる点です。

10年以上前に銀座で1億円拾った大貫さんや川崎のやぶで大
金を拾った人のように。 
　お金によってほとんどの物は手に入りますが、幸せになると
は限りません。 
　今、本格的な金融ビッグ・バンを迎えていますが、大競争時
代は大金を残した者が生き残るサバイバルゲームに似ていま
す。そのことを幸せとどうつなげていけばよいのか、考えさせら
れました。
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　神田一宮市長が愛知県知事に就任したことから、私が急
きょ本年6月から全国青年市長会の会長を務めることになりま
した。全国青年市長会は、49歳までに当選した市長によって
構成されており、全国で現在49市が会員となっています。日本
で3人目の女性市長となった上原国立市長や、鈴木多摩市長
も入会していただきました。全国の市長の平均年齢は61.9歳
で、50歳ぐらいではまだまだ青年の内に入るといえるでしょう。
本年、会としてまず取り組んだことは、大地震に襲われたトル
コと台湾に対する支援でした。外国であっても甚大な被害を受
けていることから、トルコには237万952円、台湾には223万7千
834円の義援金を送ることができました。 
　その後、11月に第13回総会を下関で開催しました。当日は二
井山口県知事にも出席をいただき、また、特別講演をグレゴ
リー・クラーク多摩大学学長に「地方分権と教育問題」という
テーマでお願いしました。その後議案に入りましたが、議論の
中心は地方分権と介護保険問題でした。 
　地方分権については、分権に向けての条例化に各市入っ
ていますが、青年市長会で既に要望している、地方分権に伴
う財源措置としての「国庫補助負担金の段階的廃止と地方
分権推進交付金制度の創設」について改めて決議をし、要
望していくことを決定しました。また、介護保険については、

青年市長会としても既に議論もし、問題点も指摘してきたわ
けですが、法施行を半年後に控えたこの時期に与党三党の
見直し案が示されたことに多くの疑問が上がり、「いたずら
な混乱と市町村における新たな財政負担を生じることのない
よう、万全の措置を講ずること」を求めた緊急要望を全員一
致で可決しました。 
　来年からいよいよ西暦2000年代に入ります。今年新しく青
年市長会に入会した人も多く、その熱い思いを世に問うていこ
うということで、来年は共同で本を出版することになりました。
乞うご期待。

　今年の成人の日は、1月10日となったため遅くなりましたが、
成人の日を迎えられた皆様に心からお祝い申し上げます。厳し
い社会経済情勢が続いていますが、若い力がこの壁を打ち破
る社会の活力源です。大きな志を持って、頑張ってください。 
　さて私が選んだ稲城10大ニュースを発表します。 

1	 	Jリーグサッカーチームのヴェルディがホームタウンを川
崎から東京に移し、再出発するに当たって、稲城市が積
極的に支援することを決定する。	

2	 	多摩ニュータウンの3番目の街びらきをして、12番目の小
学校、6番目の中学校と保育園もオープンする。	

3	 	石原慎太郎知事が誕生し、稲城市を訪れ、米軍管理下の「多
摩サービス補助施設」の返還・共同利用に向け動き出す。	

4	 	地域に親しまれたお産婆さん（助産婦）の添田ヒロさんの
銅像が、お世話になった多くの人たちの力によって建立
される。	

5	 	稲城市議会議員定数を24から22に削減して統一地方選
挙が実施される。	

6	 	瓶・缶のポイ捨て、ペットのふん、ピンクチラシ・看板対
策のために市民の手づくりによる「まちをきれいにする条
例」検討会がスタートする。	

7	 	向陽台ファインフォーラムで、図書館分室、リサイクル
ショップがオープンし、電気自動車のセカンドカーシステ
ムのための実証実験も始まる。	

8	 	稲城市立病院で病院ボランティアがスタートし、12月に
は職員・市民の手づくりによるクリスマスコンサートをロ
ビーで開催する。	

9	 	市内のクリーンセンター多摩川に本年度から国立市が加
入し、ごみの中間処理を開始する。	

10		若葉台と隣接する坂浜地域に、障害者のための福祉施
設建設計画が発表され、若葉台住民と話し合いが続い
ている。	

　トップニュースのヴェルディの応援については、市民の皆様
の協力が必要です。応援席が稲城市民を待っています。
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私が選ぶ99年の一冊 赤瀬川原平著「優柔不断術」

行政の構造改革を

089

090

　昨年は選挙があった年でもあり、あまり本を多く読むことが
できませんでした。しかも「国民の歴史」などは700ページを
超える大著で、まだ読んでいる最中ですが、私の選んだ1999
年の一冊を紹介します。赤瀬川原平氏は、既に「老人力」で注
目を浴びていますが、私は「優柔不断術」を選びました。 
　文化とは、人々の考え方から生活様式まですべてが含まれ
るわけですが、この本は日常の私たちの行動を解説していく痛
快な日本文化論と言えます。最初から最後まで中身の濃い内
容を笑いながら読ませてくれます。 
　私たちが居酒屋に行ったとき、なにげなく口から出る「とり
あえずビール2本ぐらい……」という2本ともとれるし3本とも
とれる言葉の意味を分析しながら、あいまいさの根拠を解説
していきます。 
　また「世の中にはまだ事実上暗黒大陸といわれるところがあ
り、文明の光の届かない暗黒地帯、坪いくらという地価など推
定のしようのない場所はいくつもあって、それが逆に人々の独
善的存在を保証していた。そういう暗黒地帯を実感的にもなく
したのが、はからずも原爆という武器であった。武器であるか
ら相手をやっつけるわけだが、やっつけておしまいにはならな
い。そこで生れた死の灰といわれる毒素は、暗黒地帯に吸い
込まれるのではなく、巨大球体の地球を一周して自分のところ

に舞い降りてくる。……独善主義の崩壊である。敵は絶対的な
ものではなく、自分とともに相対的なものになっていった。 
　決断の崩壊である。……島国日本は歴史上はじめての原爆
攻撃をされたことによって、この地球全体が島国であること
を、いわば身をもって示したのである」と、優柔不断の対極に
決断を据え、日本人的優柔不断は既に時代を先取りした、実
はグローバルスタンダードなんだと言っています。 
　日本人よ、いまある自分に自信を持て、とエールを送ってい
るように思います。ぜひご一読を。

　読売新聞に元旦号の1面で高名な経済学者のミルトン・フ
リードマン氏は「国家による資本の所有と運用（社会主義）は
多くの人が予想していたように非効率でした。その理由は単純
です。「人はだれでも、他人のお金を自分のお金を使うように
注意深く使わない」それが重要な命題です」と述べています。 
　この指摘は、社会主義の失敗の原因ということだけでなく、
広く税の配分と使用に係わる行政＝官僚制度に対する警告と
して受け止めるべきでしょう。 
　行政の構造改革によって、従来型の公共事業から新しい時
代に向けた福祉・教育・新産業への投資など質的転換が求め
られています。また少子高齢時代を見据えた保険・医療・年金
の大改革は緊急の課題となっています。さらに中央集権型の
財政システムの無駄を克服するために思い切って税財源を地
方に移譲し、財源が効率的に使われているか地域住民が評価
する地方分権がより効果的といえます。 
　公務員制度は、戦後一貫して護送船団方式で守られてきて
おり、機会の平等だけでなく結果の平等も保証してきました
（努力しなくても結果は同じ）。現に三多摩27市で主事、課
長、部長などの職務の違いによって、給料が変わらない年功
序列型賃金の市が7割以上もあります。稲城市では平成5年に
完全職務給与体系に移行し、6年から職員勤務評価制度を導

入し、昇任、昇格に反映させ、昨年12月から期末勤勉手当
（ボーナス）の支給に成績率の導入をはかりました。また目標
管理制度も全職員が既に実施しており、職員の意識改革も進
めています。民間では当たり前のことですが。 
　公務員の汚職対策として人事院から国家公務員倫理規定
案の具体的内容が示されました。その中に不正を内部告発し
ても、その人物が不利益を被ることのないように「内部告発者
保護規定」も盛り込まれています。かばいあう体質からの脱却
がうたわれています。東京都でも教職員の人事考課制度が始
まろうとしています。行政の構造改革を力強く勧めていく2000
年代にしなければなりません。
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21世紀の新技術エコセメント

進む大学と市の提携

091

092

　ごみを出さないごみゼロ社会の実現は、ごみゼロ問題に対
する究極の理想であることは議論の余地のないところです。し
かしすぐに理想が実現するわけではなく、当面の目標は今お世
話になっている日の出町の最終処分場を必要としないシステ
ムの確立と私は考えています。なぜなら、日々稲城市内から出
される49.9トンのごみをどうするのかという現実の問題は避け
て通れないからです。一時的に公園などに穴を掘って保管し、
その間にごみの減量化を図るという提案がありましたが、日々
のごみ処理を含めた責任ある計画とは、とても言えるものでは
ありません。
　今、稲城市では、13分別の収集を実施し、リサイクルに努め
ています。それでも出されるごみはクリーンセンター多摩川で
発電のための熱エネルギーとしてリサイクルされており、近々
には市立病院の冷暖房などを賄うエネルギーとしても活用す
る計画になっており、温水管埋設の工事を進めています。ま
た、灰は溶融装置によってスラグ（砂）として建設材などでリ
サイクルしており、唯一燃やすときに出る煙（飛灰）をセメント
で固めて最終処分場に1日平均2.8トン搬入しています。
　今年の2月から、私は27市町で構成されている三多摩地域
廃棄物広域処分組合の副管理者を務めていますが、その広
域処分組合は民間企業と通産省の外郭団体が開発を進めて

いる画期的な新技術の導入を検討しています。
　早ければ16年度から稼動が可能で、エコセメントと呼ばれ
ており、各市で中間処理された焼却灰をセメントの材料にして
しまうというものです。しかも高温で処理するためダイオキシ
ンも消滅してしまい、公害の原因ともなる重金属類は化学的に
分別してリサイクルしてしまうというものです。
　実現すれば日の出町の「二ツ塚」を最後の最終処分場とす
ることが可能になります。この技術を土台として、次はごみを出
さない社会の実現という理想に向かって行かねばなりません。

　かつて大学は「象牙の塔」などと呼ばれ、学者などが俗世
間を離れ現実と没交渉の研究生活する場として、また「学問
の自由」を守るためには、それも必要なこととして受け入れられ
てきました。しかし、イデオロギー対立の時代の終焉によって、
現実社会とどうかかわって行くのかが大学にとって大きな課
題となりつつあります。 
　市内にある唯一の大学である駒沢女子大学は開設から8年
目に入っています。公開講座にも既に延べ人数で千人以上の
稲城市民が参加しており、「市の学区見直し検討委員会」をは
じめ多くの審議会・委員会にも委員をお引き受けいただいてい
ます。また3月23日には、中央大学（八王子市）で環境問題と
大学の役割をテーマにして「地球環境レポート」シンポジウム
が開かれ本市も招かれました。企業や自治体と環境問題に対
して共同研究を進めて行こうとする試みといえます。 
　さらに、3月31日には玉川大学（町田市）の小原芳明学長と
教育活動の全面提携の協定を結ぶことができました。この試
みは画期的で、既に実績のある水泳指導だけでなく、全教科
にわたって教育実習を年間通じて受け入れるという内容です。
大学にとっては、教員を目指す学生が早い時期から教育の現
場を体験できるというもので、全国初の試みとなります。 
　その他にも4月3日には多摩大学（多摩市）の入学式に招か

れ「サラリーマンから市長を目指して」というテーマで記念講
演をさせていただき、新入生を激励させていただきました。 
　既に早稲田大学の菅野純人間科学部教授の教室に依頼し
て教育相談活動も行ってきています。 
　大学は企業や自治体に目を向け、研究と実践の距離を近づ
けようとしています。寺山修司氏が「青年よ書を捨て町に出
よ」と言って新しい演劇運動をしましたが、「大学よ書を持ち
町に出よ」が時代の合言葉かもしれません。
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大衆宰相小渕前総理の急逝を悼む

サンタナのコンサートに酔う
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　去る4月2日から脳梗塞によって入院していた小渕前総理大
臣が、5月14日お亡くなりになられました。62歳という若さであ
り、ご冥福を心からお祈り申し上げます。 
　小渕前総理とは、首相時代に2回言葉を交わす機会を持つ
ことができたことからも、特別に親しみを感じていました。一度
目は、昨年2月20日に多摩ニュータウンの視察に来られたとき
でした。人に威圧感を与え権威を見せつけるというタイプの人
ではなく、気楽に声をかけさせていただきました。その後、総
理の指示で多摩ニュータウン活性化検討委員会（委員長黒川
洸東京工業大学院教授）ができ、ニュータウンの再構築につ
いて検討が進められています。 
　二度目は、同じく昨年11月17日に早稲田大学出身の市長が
首相官邸に総理を激励に出かけたときでした。 
　この席で「私のやらなければならない仕事は三つあります。 
　一つは長銀などの破綻から金融機関の信用不安を招かな
いようにすることで、これは公的資金導入などによって何とか
回避できたと思います。 
　二つ目は景気の回復で、これは今強力に進めているところ
で、成果は見えつつあります。 
　三つ目は経済の構造改革で、これはなかなか難しい。しか
し、進めなければならない最も重要な課題です。」というお話

を聞かせていただきました。 
　30分程度の面会でしたが、非常にリラックスしている様子
で、最後に官邸の中の執務室をはじめ、よく報道される閣議室
まで案内していただきました。今、新官邸を建設中といいます
が、知事室と比べてもかなり狭いというのが率直な印象でし
た。 
　あれからわずか半年足らずで、亡き人となることを誰が予
想し得たでしょうか。政治に命を賭けていたとはいえ、人の命
のはかなさを思わざるをえません。

　何年かぶりで武道館のロックコンサートに出かけました。
本年グラミー賞史上最多の9部門で受賞したサンタナのギ
ターを聞くために。7,500円のS席チケットを手に席を探しま
したが、舞台ははるか遠くかなたに見えるのみ。しかし観客
は同年代から上が多く、孤立したような雰囲気もなくひとま
ず安心しました。 
　サンタナが一躍脚光を浴びたのは1969年、あの伝説の
ロックイベント「ウッドストック」でした。強烈なラテンのリズ
ムとむせび泣くようなギターの絡みが、熱い衝撃を若者に与
えました。 
　当時の東京の夏は光化学スモッグで目がチカチカ痛くなり、
呼吸困難で倒れる人も続出。高度経済成長のゆがみが公害と
いう副産物を排出する一方、ベトナム戦争は激化し、街には長
髪のフーテンが出現、ヘルメットをかぶった学生たちは街頭で
反体制の旗を振りました。 
　あれから30年。公害は解消され、ベトナム戦争も終わり、若
者の間ではベトナムへの観光がいやしの旅として人気を得て
いるそうです。時代も変わり人も変わる、そんな思いで席に着
くと程なくコンサートが始まりました。 
　はじけるようなラテンの打楽器の嵐。激しいビート。心地良く
リズムがうねり、こちらの体も揺れてくる。久 の々ノリ。サンタナ

は、目を凝らすと体型は昔のまま。中年太りではない。体で拍
子を取りながら気持ち良さそうにギターを弾いています。今回
のCD「スーパーナチュラル」そのままに、体力・気力の充実が
伝わってきます。 
　曲が小休止して登場したのはあのエリック・クラプトン。予
告なしのビッグプレゼントでした。まさにロック界の二大巨頭
のぜいたくすぎる共演に、中年の支配する会場も総立ちとなり
ました。いつのまにか心は十代に戻っていました。体がさらに
熱くなってきました。老いも迷いも悩みの種もラテンの突き抜
けるようなリズムにあおられ吹き飛んでいきます。およそ２時間
あまり、久しぶりのライブを堪能できました。
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稲城は都内最低の不登校率しかし

南武線高架化工事が再開!
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　バスジャック事件の犯人が17歳の少年だったのに続いて、
バット殺傷事件が同じく17歳の少年によって引き起こされま
した。 
　それぞれの事件には個別の事情や原因があるわけで、いず
れ解明されていくでしょう。ただこれらの事件の背景として、
家庭に小規模化や孤立化によって家庭内や地域社会を含め
た人間関係が希薄化し、人と人との関わりを持つ経験が減り、
うまく友達関係を結べなくなっていることを指摘することがで
きます。また豊かな情愛や感性を育てるより、競争に有利な知
識を小さいうちから詰め込もうとすることによって、他者の喜
びや痛みを自分も感じ共感する情愛（エロス）がうまく育って
いないことも考えられます。すぐに切れたり無気力になったり
するのは、我慢する体験が欠落することで自分をコントロール
する気力が低下するからです。 
　情愛の未熟は母性の・我慢の欠落は父性の機能がしっかり
と果たされておらず、さらに社会自体の規範も低下するばかり
でしっかりしたモデルを示せなくなっていることにもよります。 
　稲城市内の小中学校の児童生徒の状況は、中学校生徒の
不登校率が百人中0.97人と、都内の区市の中では最も低い
ことからもわかるように、大変落ち着いているといえます。ま
た地域教育懇談会なども年々規模が拡大し、しっかりとした

活動を積み重ねています。さらに公立小中学校の全校の教
員で組織する「生活指導主任会」は問題行動の対応だけで
なく、予防的、開発的な生活指導を目指しています。しかし
本市でも青少年が事件の加害者や被害者になることは十分
考えられます。 
　今後の対応策は家庭では、父性・母性の役割をしっかり果
たすこと。 
　学校では知育に偏りすぎず多様な体験を積める仕組みをつ
くること。 
　地域社会では、人の子供も褒めたり叱ったりする関係を再
構築することではないでしょうか。 
　言うだけでなく一人ひとりが生きたモデルとして実践するし
か道はありません。

　南武線は市内を4.3キロメートル走っていますが、平面交差
のため、朝夕の交通渋滞の大きな原因になっています。そのた
め南武線の高架化事業と橋梁の拡幅事業は、多摩ニュータウ
ンをはじめ周辺のまちづくりが進む稲城市にとっても最も重要
な事業といえます。そこで矢野口・稲城長沼駅間の2.4キロ
メートル区間を第一期工事と定め、9年に起工式を行い高架工
事に着手しました。 
　11年には矢野口駅の仮ホームも完成し、仮線工事も進み、
99％地権者の理解もいただきましたが、残念ながら100％に至
らず、本年に入って約6ヶ月間工事を中断せざるを得ませんで
した。そのことにより、11年度は稲城市の南武線高架予算を5
億1,400万円計上しましたが、そのうち2億4,500万円は執行す
ることができませんでした。 
　しかし、事業再開を最重要課題と位置づけ、仮線用地確保
に向けて交渉を精力的に重ね、ようやく7月下旬に合意に至る
ことができました。ご協力をいただきました多くの地権者をは
じめ関係者の皆様に感謝申し上げます。秋までには工事を再
開し、13年度末をめどに仮線工事を完成させ、線路の切り替
えを行います。 
　14年度から高架橋の工事に着手し、今後5ヵ年をめどに、
都・JRと協議を進め、完成させたいと思っています。また、高

架下の利用については、稲城市分で全体の15％、面積にして
6,170平方メートルを活用できることになっています。 
　一方、橋梁の整備については、多摩川原橋は引き続き下流
側の工事を南武線高架化事業と整合させながら進めていく予
定です。また稲城大橋から中央高速道の八王子方面へ直接
乗り入れができるようにするための運動に、周辺自治体と共に
本格的に着手していきます。 
　公共事業にさまざまな批判があるようですが、市内のこれら
の事業効果は絶大で、胸を張って推進しなければならない仕
事であることを理解していただけると思います。
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カラスをめぐるごみ戦争

下水道法制度百年を迎えて
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　毎年7月20日に府中市にある大國魂神社では「すもも祭り」
が行われます。この日、神社では「カラスうちわ」と「カラス扇
子」を参拝者に分けています。ここはカラスを神の使いとする
神社なのです。ですから、うちわや扇子を玄関に飾っておくと
厄除けになるという風習が三多摩地域（わが家も）では今でも
続いています。 
　一方、カラスの鳴き声はしわがれて低い声なので、人の心を
刺激し、死の前兆と解するのは日本だけでなく世界中に共通し
ています。 
　都会周辺に住むカラスの数が、ここ十数年増え続けていま
す。カラスは食物にあまりえり好みがなく、動物性のものでも
植物性のものでも食べる雑食です。小鳥のひなや卵（特にツ
バメやカモ）や昆虫、動物の死がい、植物の実など手あたり次
第食べてしまいます。 
　また、食べきれないえさにありついたときは、舌の下側にあ
る小さな口袋に入れ、土や木の葉に隠しておき、後で食べると
いう習性があります。また、脳の発達は鳥類で一番進んでいる
といわれ、農夫と猟師を一目で見分けることができます。また、
森さえあれば季節などにも左右されず、どこでも生活できると
いう強みももっています。ですからカラスはごみが増え続ける
都市との共存に最も適している鳥なのです。 

　稲城市内ではごみの収集をダストボックスを全面的に廃
止し、袋収集に切り替えていますが、カラス対策には頭を痛
めています。今のところネットをかけるのが最も効果があるよ
うです。 
　九州に生息するカササギなどを除く三種類のカラスは狩猟
の対象に指定されており、保護鳥ではありません。しかし、狩
猟許可証を得た者で狩猟期間・時間・鳥獣保護区・狩猟禁止
区域を守ってしか捕獲できません。また有害鳥獣駆除の許可
を取れば、比較的自由に捕ることができますが、実際は鉄砲で
撃つことになり、当然市街地での捕獲はできません。 
　かくしてカラスをめぐるごみ戦争は、当分終わりそうにあり
ません。

　明治33年に近代下水道の基礎である下水道法が施行され
て、今年で百年になります。これを記念した「甦る水100選」事
業で、稲城市が見事建設大臣賞に輝いたことは、既に広報で
お知らせいたしました。特に大丸用水（市内水路延長81キロ
メートルにおよぶ）に「マシジミ」が生息し、下水道路整備によ
り清流が復活したことが認められたものです。 
　ただ、一方では「同じ東京でも稲城は百年も遅れてしまった
のか?」という疑問もわいてきます。また、三多摩でも北多摩地
域では既にほぼ100％下水道は整備されています。 
　三多摩地域の下水道は昭和30年代から建設事業に着手し
ており、稲城市では昭和43年に下水道計画が作成されていま
す。しかしながらこの計画は、稲城市の下流部である矢野口地
区にポンプ場を造り、そこに稲城市から排出される汚水を集め
て、ポンプで高台にある大丸の南多摩処理場に圧送しようとい
う計画でした。 
　昭和53年になるとポンプ技術も進歩を遂げ、垂直に30メー
トル程度上げられるものが出てきたことにより、矢野口の一部
を除く地域は直接南多摩処理場に汚水を放流することができ
るようになり、昭和56年から事業着手することができました。
ですから、地形的問題によるポンプ技術の遅れと、地権者対
応に時間を要したことが、稲城の下水道事業着手が遅れた最

大の原因といえます。 
　現在の下水道普及率は、多摩ニュータウン区域も含めて約
73％となっており、11年度までで既に年間の一般会計の額を
超える237億2万円の工事費が投入されています。本年度から
18年度までの7ヵ年計画で、平尾方面への使用開始に向けて
着工しました。平成17年、18年、19年と順次使用できるように
工事を進めていきます。事業費も今後45億6千万円を投入す
る予定になっています。 
　地下に入っている関係でマンホールしか目に見えませんが、
他の事業と比べても莫大な経費が投入されていることがお分
かりいただけると思います。
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青年市長 福田昭夫氏の栃木県知事当選に感動

2000年稲城10大ニュース
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　11月19日投票の栃木県知事選挙において、前今市市長で
元全国青年市長会会長であった福田昭夫さん（52歳）が
336,161票対335,286票のわずか875票の僅差で当選を果た
しました。投票率は前回の28.09％を17.54％上回って、
45.63％となりました。福田さんに政党の推薦はなく、ボラン
ティアと勝手連が主体で勝利を収めました。福田さんは今市
市長を今年の9月まで務めており、今回発刊の図書「青年市
長ニッポンの新世紀」にも名前を連ねています。 
　福田さんが全国青年市長会会長のとき、国と地方の最大の
問題は、税財源を国から地方に委譲することであるとの認識の
下、国庫補助金、負担金を10年間で暫時地方の独自財源とし
て委譲すべきであるという運動を始めました。ただ青年市長会
の中にも異論があり脱会者が出たりしましたが、石原信雄元
官房副長官にアドバイスをいただき、諸井虔地方分権推進委
員長にも直訴し、各政党にも私と二人だけで押しかけ、訴えて
くることもありました。ですから、福田さんのその当時の一徹な
姿勢や行動力に感動すらおぼえていました。 
　知事選出馬を聞いて「福田さんならいつかやる」と思ってい
ましたが、当選までの困難さを思うとその挑戦に熱いものを感
じました。　知名度全国区の東京都の石原知事でさえ、政党
推薦はなかったものの、宗教団体のバックアップがありまし

た。長野県の田中知事出現までには知名度もさることながら、
マスコミの注目も高いものがありました。 
　しかし、福田さんは国、県が進めるダム開発ではかなり前か
ら渡辺知事と対立していたことや、現職知事が今回当選すると
5期20年となることから、多選批判や官僚批判も県内にはかな
り根強いものがあることを知りました。福田さんは、以前から著
書の中でも市長は5期20年、知事は3期12年と制限することを
主張してきました。地味であっても、しっかり地に足が着いた
姿勢が評価されたのではないかと思われます。 
　愛知県の神田知事に続く青年市長会出身の知事出現は、21
世紀の扉を前にして地方主権社会実現に向けての曙光です。 
　当選おめでとう。その勇気に心から感動です。

　昨年はコンピューター2000年問題で緊張のうちに新年を迎
えましたが、何事もなく過ごすことができました。20世紀最後
の年もいろいろな事がありましたが、私の視点で稲城10大
ニュースを選びました。  

1　	「まちをきれいにする市民条例」が一年近くにわたり84
人の市民の直接参画によって議論され、条例が制定さ
れ、記念シンポジウムも開催される。またダストボックス
も完全廃止となる。	

2　	止まっていた南武線の高架化工事が再開され、17年度完
成を目指して2.4キロメートル区間の工事が再開される。	

3　	全国の自治体に先駆け、市職員の期末勤勉手当を成績
率によって支給する制度を本格的に導入する。	

4　	稲城市の介護保険制度は国の予防介護、生活支援事業
のモデルともなり、スタートする。	

5　	懸案であった予防接種の集団接種から個別化に向け二
種混合・三種混合が部分的にスタートする。	

6　	中学生の不登校の発生率が百人中0.97人となり、都内
区市の中で最低となる。

7　	玉川大学と教育活動の全面提携を結び、全教科にわたっ
て教育実習を年間を通じて実施することで教育力の強化

を図ることとなる。	
8　	平成7年から続いていた大丸パチンコ店問題が出店取り
止めとなり、ようやく解決する。	

9　	向陽台の大滝雅之さんがギリシャで行われたアテネ・ス
パルタ間246キロメートルを走る「スパルタスロン」に
出場し、見事24時間余りで完走し、優勝を飾る。

10	 	火災による焼死者ゼロ記録が3,317日で終わり、昨年は	
3人の方が亡くなる。	

　21世紀も始まりました。市民との協働を大きなテーマとした
第三次長期総合計画も始まります。今年も頑張ります。
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稲城の成人式は?

身体文化を見直そう
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　今年も成人式が荒れた自治体があり、そのあり方や存廃を
めぐってさまざまな議論がマスコミをにぎわせています。ただ
し成人式のあり方についてはとりたてて目新しい問題ではな
く、既に試行錯誤の歴史をもった古い問題なのです。 
　成人式は埼玉県蕨市が発祥の地となっており、昭和24年1
月15日から祝日となりました。そもそもは復員兵などに大人の自
覚と元気を持ってもらおうという趣旨で始められたようです
が、新憲法のもと20歳になったら男女の別なく選挙権が与え
られ、その行使の意味と責任を説くことに力点が置かれていた
のではないかと思います。（戦前は女性には選挙権がなかった
ことを忘れている人も多いのでは?） 
　稲城では昭和30年代に入ってから成人式が行われていま
す。かつては式典がほとんど成り立たないほど騒がしいことも
あり、また音楽会なども行いましたが、これも聞いてもらえない
という苦い経験から、三つの原則のもとに稲城市では実施して
います。 
1 市民の税金である予算は極力かけないようにする。 
2  新成人代表による実行委員会を設け、当事者の意見を取り

入れる。 
3  式典は簡潔に行い、音楽会や講演会などのイベントを行わ

ない。

　今年は実行委員の意見を尊重してカレンダーより一日早い1
月7日（日曜日）に実施しました（運良く雪の影響は受けません
でした）。 
　一部の式典は、市長と議長の挨拶のみとしました。
　二部は、中学時代の恩師の激励のことばと成人代表の決意
表明と東京ヴェルディの北澤選手の祝辞。
　三部は、会場を食堂に移し「成人のつどい」ということで、
久しぶりに会った同級生や恩師との語らいの場としました。 
　また今年から記念品などを出さないこととしました。836人の
新成人に対して486人の出席で、出席率は58％とかなりの高率
だったと思っています。式典も静かに行われ目的は十分達成さ
れており、当面は今の方法で続けて行きたいと思います。

　わが家は、6年前から東京電力の鉄塔工事に伴う電波障害
の関係で、ケーブルテレビ（多摩テレビ）に接続することがで
き、有料契約も併せ現在34チャンネルの番組を楽しむことが
できます。ところが、アメリカでは既に1980年代に50チャンネ
ル放送の時代を迎えていました。ですからIT(情報通信技術)
では10年以上の差がついているというのもあながち大げさとも
言えません。 
　わが国の経済の効率化と発展を確実なものにするために
は、IT革命を推進する以外にないことは政府も識者も意見は
一致しています。 
　しかし、その弊害も既に指摘されています。若い世代の引き
こもりなど人とのコミュニケーションからの逃避や、現実とバー
チャル境界の不透明化によるリアリティーの希薄化です。 
　IT化が進めば進むほど、共に汗を流したり同じ釜の飯を食
べることによって人と人とがつながることができるという、頭脳
だけではない五感を使った幅広い体験を多く持つことが重要
となってきます。しかし、現代はむしろ逆で、1970年代から急
速に身体文化が衰退しつつあることを斎藤孝明治大学文学部
教授の「身体感覚を取り戻す腰・ハラ文化の再生」（NHK
ブックス発刊）は指摘しています。 
　氏によると、かつて私たちは「腰を据える」とか「腹を決め

る」などという、身体にかかわる豊富な言語を持っていました。
それは子供をおんぶしたり、相撲をとったりすることによって自
然に息を合わせることや、腰を据えて踏ん張る感覚も身につけ
てきたからです。 
　これは人間ならば生まれつき誰でも持っている感覚ではな
く、いわゆる伝統的な身体の型や技ともいうべき独自の身体文
化によってつくられるものなのです。 
　IT革命時代と21世紀の扉も開かれたときだからこそ、立ち
方、歩き方、座り方、身の処し方をはじめ、わが国の豊富な身
体文化、型の文化の価値をもう一度立ち止まって考えてみる
必要があるでしょう。


