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「地球学」のすすめ

「渋み」を増したボブ・ディラン

103

104

　昨年、早稲田大学主催のメイヤーズ会議が開催され、若手
市長の一人として私も稲城市の取り組みなどを発表しました。 
　その際「構想日本」というNGOの代表者である加藤秀樹慶
応大学教授に押立堀親水公園の市民との協働について資料
を求められ「構想日本」の具体的な活動に興味を持つようにな
りました。 
　先日「地球学の世紀」というシンポジウムが「構想日本」の
主催で開かれました。地球学とは、松井孝典東京大学大学院
教授を中心に自然・人文・社会科学を融合した新たな知の体
系の構築を目指すフォーラムで、地球史やIT問題、建築学な
どが多岐にわたり議論されました。その中から幾つかの発言を
紹介します。
　「世界中のどこにでも日本の自然信仰のような考え方はあり
ます。しかし、どこでも便利な物質文明が入ってくるとみんな
負けてしまうのです。力によって負けるのではなく、欲望に走っ
てしまうのです。自然との共生の思想はどこにでもありますが、
そのままでは弱いということなのです」 
　「インターネット社会の方向性は、人間圏が均質化する方向
に向かうと思う。文化とは情報のゆがみや時差が拡張すること
によって生まれるものだが、IT社会はそういう方向には向かわ
ないということです。ですから現代人は情報収集には熱心です

が、余りものを考えなくなっています」 
　「20世紀は集中の時代でした。例えば行政権も、水や電
気、食料でもわざわざ集中させて遠くから運ぶわけです。水な
どは都市ではすぐに海に流し、群馬県あたりから集中して運ん
で来るわけです。21世紀は集中から分散がキーワードになると
いえるでしょう」 
　今日本は漠然とした不安に覆われています。理由は、景気の
ことだけでなく21世紀は地球や環境や人間は本当に大丈夫か
という根源的な疑問を抱えているからです。
　稲城市では今日から第三次長期計画がスタートしました。
50年100年単位で将来を見通していく視点も求められていま
す。また、市民との協働で環境基本計画をつくっていく時期に
も入っており、多角的的な議論を進めていきます。

　昨年のサンタナ以降、一年ぶりに今度はボブ・ディランを聴
くために日本武道館に足を運んでみました。この日は日本公演
の最終日。会場は中年から若者まで幅広く、特に若い女性ファ
ンの姿が目立ちました。開演の午後7時になるとおもむろにえ
んじのスーツのバックバンドが登場し、配置につくと、すぐに
ディランが白いスーツで現れ、淡 と々一曲を歌いだしました。
コンサートは一般的に定刻より10分程度は遅れてスタートする
ものですが定刻通りのスタートがかえってもったいぶったとこ
ろがなく、ディランらしいと言えるかもしれません。 
　二曲目はよく知られている「ミスタータンブリンマン」。後ろ
の若者たちは既に席を立ち、手拍子を叩き始めていました。そ
れから生ギター、エレキギターと取り混ぜながら古いアメリカ
のフォークソングや自作の曲を歌いまくること２時間。 
　ボブ・ディランは1941年生まれ。ちょうど今年で60歳の還暦
に当たります。1960年代から70年代にかけてフォークの神様と
呼ばれ、独特のしゃがれ声とメッセージ性に強い文学的歌詞
で当時の若者のオピニオンリーダーになり、反戦平和の世界
的潮流の一翼を担っていました。その影響は、あのビートルズ
をはじめ、さまざまな分野の人に及んでいます。 
　ステージでは、ニコリともせず客やファンに受けようなどとい
うそぶりは全くなく、今あまり使われなくなってきた言葉のまさ

に「渋い」です。そして渋みにさらに磨きがかかってきました。 
　ラストの曲は、今では教科書にも載るという「風に吹かれ
て」。歌がうまいとか下手だとかいう領域を超え、ファンにお
もねることもなく、誇り高くやや変人ぽく孤高を貫く姿に、プ
ロテストシンガーいまだ健在なりとの思いを深めることがで
きました。
　ただ、英語の歌詞がわかればということだけが悔やまれま
した。
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東京都市長会に企画政策室設置

昭和34年、稲城市は合併寸前に
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　東京の歴史を振り返ってみると、江戸を改め東京府となっ
たのが慶応4年（1868年）、明治23年には東京府管下の15区
が東京市となり、明治26年神奈川県下の多摩地域が東京府に
移管されました。その後、東京府と東京市という二重の行政が
存続していることによって、中学校は主に府立学校でしたが市
立学校もあり、病院も府立と市立があるなどの不効率と戦争
遂行上の集権的な首都行政を行うという必要もあり、東京府
と市を廃止して、昭和18年7月1日東京都が誕生しました。しか
し、日本の首都である旧東京市と府との格差は戦後もなかな
か解消されず今日に至っています。
　一方、平成12年には地方自治法が一部改正され、特別区も
基礎自治体として明確に位置付けられることによって、市同様
の自立性を求められます。本年6月にいよいよ全国市長会に23
区の区長会が加入することが決定し、7月からは東京都市区長
会が発足することとなりました。 
　石原知事が誕生してから2年が過ぎ首都機能移転の反対に
始まり、銀行税（外形標準課税）の導入やディーゼル車の独
自の排気ガス規制など都民・国民が注目すべき施策を次 と々
打ち出してきました。
　しかし、都内に集積した機能を重視するあまり、どうも発想
が旧東京市に偏っているのではという疑問もわいてきていま

す。そこで東京都市長会では、今まで都との関係は受け身過
ぎたという反省から、26市が協働で政策を作り実施するため
のシンクタンク機能を設けることにしました。これに伴い市長
会の政策調査特別部会の機能を強化し、併せて4市から職員
の派遣を受け企画制作室を設置し、広域事業に向けて政策提
言をすることとなりました。
　市長会として自ら府県レベルの事業の実現を目指して、税
源移譲・循環型社会の推進・子育て支援を具体的テーマとし
て既に議論が始まりました。

　本年1月、東京都は住民の買い物や通勤などの行動圏や行
政圏・歴史的経緯などを総合的に勘案して、合併のモデル試
案を発表しました。
　それによると 
1案「八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市」 
2案「町田市・多摩市・稲城市」 
3案「日野市・多摩市・稲城市」
　というものでした。 
　そこで、稲城の合併の歴史を振り返ってみたいと思います。 
　明治21年に市町村制度ができ、明治の大合併が行われまし
た。全国で7万1千余りあった町村が1万5千余りに減らされ、
稲城も6カ村（矢野口・東長沼・大丸・百村・坂浜・平尾）が合
併し、稲城村が誕生しました。 
　その後、昭和24年に北多摩郡多摩村の押立を合併しまし
た。昭和28年に施行された町村合併促進法によって全国の市
町村の数は、約3分の1の3,472に減少しました。 
　この昭和の大合併では、東京都に町村合併審議会が置か
れ、南多摩は東部・西部・南部の三ブロックに合併する案がま
とまりましたが、稲城だけは単独というものでした。その後、東
部4ヵ町村合併が持ち上がりました。それは、日野町・由木村・
多摩村・稲城村というものでしたが、日野町は八王子市との合

併を嫌い、由木村・多摩村は両村の合併に絶対反対ということ
から生れたものでした。昭和34年2月には、稲城町内8ヵ所で
公聴会も行われ、町議会でも東部4ヵ町村合併には原則的に
は賛成ということになり、都に案の変更申請まで出しました。と
ころが、都の審議会では八王子市の強い反対もあって見送り
ということになり、今日に至っています。
　もしこの時点で都の審議会が東部4ヵ町村の合併を認めて
いれば、今の稲城市ではなく、歴史は変わっていたのです。首
の皮一枚で合併には至らなかったのでした。
　合併には行政のみならず、議会や市民の意思を明確にし、
結婚と同じでお互いの意思とタイミングが重要です。これから
も平成の合併議論を深めていきたいと思います。
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参議院に参考人として出席

稲城では大地震の死者14人を想定
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　昨年の10月、日の出町のごみの最終処分場のわずか481平
方メートルの土地収用のために、6年の歳月と直接の経費とし
て6億5千万円、人件費も含めると12億円の都民・市民の税金
が投入されたことは記憶に新しいと思います。しかも、土地自
体の評価額は7百万円程度で、当初わずか47人であった権利
者が2,800人に膨れ上がったことによるものでした。このことか
ら東京都が中心になって、必要な公共事業がもっとスムーズ
に実施できるようにするための土地収用法の改正を国に要請
していました。
　私は日の出町の処分場を運営している東京都三多摩地域
廃棄物広域処分組合の副管理者を務めていることから、三多
摩の26市1町を代表して、法改正推進の立場で二人の学者と
反対派の代表一人と共に6月28日、参議院の国土交通委員会
に参考人として出席しました。 
　9時30分に開会し、4人の参考人が10分ずつ意見を述べ、
その後午後0時30分まで休憩なしで8人の委員が各自15分の
持ち時間で参考人に質問するというものでした。共産党の緒
方議員、農林水産大臣経験者の田名部議員、社会党の淵上
議員など国会中継でおなじみの人も質問に立ちました。稲城
市民である続前総務庁長官も委員であったことは心強い限り
でした（質疑の詳細は、広域処分組合ニュースに近々載ると

思いますので、そちらをご覧いただければと思います）。 
　委員会室の壁には、永年勤続の表彰を受けた歴代の参議
院議員の肖像画が所狭しと並んでおり、国会の重厚さを感じ
ました。委員は会議中もたばこが吸い放題というのと、イン
ターネットで委員会中継を見ていた稲城市民がいたことにも
驚かされました。 
　翌日の参議院本会議では、投票総数220、賛成183、反対
37で可決しました。

　1923年（大正12年）9月1日午前11時58分マグニチュード7.9
の大地震が起こり､死者行方不明者合計で14万2千907人、家
屋全壊12万8千戸、半壊12万6千戸、焼失44万7千戸、流失
858戸を数える大惨事となりました。 
　「喉元過ぎれば熱さを忘れる」とは上手く言ったもので78年
前の関東大震災はともかくとしても、6年ほど前の、阪神淡路
大震災でさえ記憶から遠ざかりつつあるのではないかと思い
ます。平成7年の阪神淡路大震災を教訓として、東京都の調
査をもとに、死者までも想定した現実的、具体的な稲城市地
域防災計画をつくりました。以下、改めて地震や被害の規模な
どの想定を紹介しておきます。
① 直下型地震でマグニチュード7.2（阪神淡路大震災と同規

模）最大震度は震度6強
②震源の深さ　地下20キロメートルから30キロメートル 
③地震の発生時刻は、冬の午後6時・晴・風速6メートル 
④ 揺れによる稲城市内の建物被害は、全壊297棟、半壊774

棟､一部損壊1,902棟 
⑤火災による焼失棟数は264棟、液状化による建物全壊は41
棟 
⑥建物倒壊・火災・鉄道被害で死者14人、負傷者624人
⑦ ライフラインへの影響　被害の復旧日数、上水道31日、電

気7日、ガス57日 
⑧ 社会生活上の被害　自宅外避難者数は1万2千162人、稲

城市外への帰宅困難者は4,035人 
　現在、若葉台の第四公園に6,500トンの災害時に給水でき
る配水池を建設中です。これができると稲城市民7万人に換
算すると飲料水が一人一日3リットル必要として30日分確保で
きます。 
　また、1995年には在日米軍374空輸団と稲城市消防本部と
の間で「消防相互応援協定」を独自に結び、米軍の支援も受
けられることになっています。しかし「自分のまちは自分で守
る」が防災の原点です。



060

広報いなぎ
平成13年10月1日号掲載

No.109

広報いなぎ
平成13年11月1日号掲載

No.110

両陛下、稲城の土を踏まれる

職員採用面接官に民間人登用の意味
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　平成13年9月19日は、稲城市の歴史にとって記念すべき日と
なりました。天皇・皇后両陛下が初めて稲城の地を、お二人そ
ろって踏まれたのです。午前10時10分から約70分にわたり平
尾にある特別養護老人ホーム正吉苑をご訪問され、玄関では
光栄にも稲城市長として私と、理事長・苑長・厚生労働省老健
局長・東京都福祉局高齢者部長の5人がお出迎えするという
役目をいただきました。 
　両陛下は終始にこやかに入所されているお年寄りを激励さ
れ、施設も丁寧にご視察されました。また、稲城市の名産の梨
のことなどもよくご存知で「市民のために頑張ってください」と
のお言葉をいただきました。 
　両陛下の行幸啓に稲城市内の施設が選ばれたのは、市内に
はすでに三苑の特別養護老人ホームと一つの老健施設があ
り、稲城市の老人福祉事業が高く評価されたものと思われま
す。特に正吉苑は、平成9年に東京都の「高齢者サービスス
テーション」の第一号施設として認定され厚生大臣表彰を受
賞し、常に自治体と連携して先進的事業に取り組み、しかも
しっかりとした苑の経営が行われてきました。 
　また、平成7年4月に中央自動車道と直結した稲城大橋が開
通したことにより、高速道路から30分以内に到着できるという
条件もクリアしたものと思われます。 

　憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統
合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総
意に基く」となっており、国と国民の象徴として位置づけられ
ています。自国の歴史や文化の象徴をいただくことは、世界史
の中ではまれなことです。 
　特に人・人物が国境を越えて行き交う国際化時代だからこ
そ自らのアイデンティティーが求められるのです。鎌倉時代以
降一時期を除いて続いてきた権力と権威を分立するという日
本独自の伝統は大きな知恵であり、誇りを持って守り、育てて
いかなければならないと思います。

　本年9月4日、奈良県天理市の市長が、職員採用試験をめぐ
り、受験者側から現金100万円を受け取った見返りに採用に便
宜を図ったとして、受託収賄容疑で逮捕されました。また、9月
30日、山梨県一宮町長が、町職員採用の見返りとして現金100
万円を受け取ったという収賄容疑で逮捕されました。
　今、地方分権が叫ばれ、権限だけでなく財源も地方に移譲
するための運動を始めたときであり、このような事件は地方分
権の腰を折りかねないもので、憤りを抑えることができませ
ん。ただ、今回に限らず地方の首長や議員の贈収賄事件が後
を絶たないことも現実であり、自治体自らが透明性や公正性を
高めていくことが求められています。 
　本年からスタートした第三次長期総合計画を進めていく上
で行政と市民との協働が大きなテーマとなっています。
　その一環として、
　一つは、稲城市財産価格審査委員会委員に民間の専門家
を登用することを決定しました。今までは助役・収入役・部長・
課長の7人の委員による庁内組織でした。しかし、市の財産の
取得や売り払いにあたり、より一層の透明性や公正性を確保
するために民間の専門家を二人までお願いできるようにし、不
動産鑑定士の資格を持った市民一人をまず委嘱することにし
ました。 

　二つ目に職員採用の面接官に民間人を登用することです。
市外の民間企業で20年以上にわたり採用を担当してきた市民
の方を予定しており、民間の採用のノウハウを生かせること、
職員採用にあたっての透明度と信頼度を高めることが目的と
いえます。最近の一般職の応募者は、昨年は358人、本年は
603人で、実際の採用数からすると競争率も100倍を優に超え
ています。 
　すでに、受験者全員に一次試験の点数や順位を知らせるこ
とは実施してきましたが、今回の改正で市民の目が入ること
で、市民との協働や透明性の確保という意味でも有効ではな
いかと思っています。
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稲城の財政は?

2001年稲城10大ニュース
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　週間ダイヤモンドなどの雑誌がセンセーショナルに都市の
財政状況やランキングを取り上げた直後に、市の財政は大丈
夫かという問い合わせを多くいただきます。 
　市の財政状況については、広報でも定期的に公表していま
すが、ちなみに12年度の決算状況は、普通会計（一般会計と
土地区画整理事業特別会計を合わせたもの）決算は258億円
（収入）で、7億5千万円の黒字決算となっています。積立金
（貯金）は86億円、借金残高は142憶円で、毎年の公債費（借
金返済費用）16億円、公債費比率は7.7％となっています。財
政の硬直度を示す経常収支比率は84.6％で、多摩地域26市
の中では3番目に良い数値となっており、その他の財政指数も
おおむね中程度以上となっています。 
　雑誌などで取り上げられる債務負担行為額（翌年度以降支
出予定額）は644億円で確かに大きな数字となっています。し
かし、その内訳は多摩ニュータウン地区の小・中学校建設にか
かわる費用の返済費や南武線3駅周辺に区画整理事業費など
で、国や東京都の負担額を除く市の実費負担は258億円程度
であり、極端に大きい数字ではありません。また、長い年月が
かかる事業費を一括計上したものであって、一年一年に大き
な負担がかかるものではありません。 
　他市では市の土地開発公社が多くの土地を抱え、その利払

いにもきゅうきゅうとしている話もありますが、稲城市では土地
買収のための借入金はありませんし、土地もすべて一般財源
で買い上げており、土地買収のための土地開発基金も時代に
そぐわないことから別の基金に積み替えました。また、市の財
政状況を把握するためのバランスシートもすでに作成し公表
しています。 
　他方、行政改革は不断に進めていかなければなりません。
歳出に占める人件費の割合は21.2％で大きなものとなっている
ことから、職員の人件費削減のために、今年から小学校の事
務職を嘱託職員として定数削減に努めており、来年は中学校
も実施を予定しています。
　行政改革で生み出された効果をさまざまな施策として、市
民の皆さんに返していくことが私の使命と思っています。

　昨年は、米国同時多発テロ事件や狂牛病問題など大きな事
件が起こった一年でした。
　私にとっては、初めて参議院の国土交通委員会に土地収用
法改正の参考人として出席したり、都市基盤整備事業推進大
会で全国土地区画整理事業推進協議会を代表して、意見発
表する機会を得ることができました。
　さて、それでは私が選んだ2001年稲城10大ニュースを発表
します。 
1　�天皇・皇后両陛下が福祉施設視察のため、初めてお二人
そろって稲城の土を踏まれる。

2　�女性教育長が誕生し、教育委員も5人中3人が女性とな
る。また、市議会も女性副議長と3常任委員長中、2常任
委員長が女性となる。

3　�市政30周年を記念して、クリーンセンター多摩川と市立
病院間をつなぐ余熱管工事が完成し、余熱利用温水シ
ステムが竣工する。また、姉妹都市提携十周年を記念し
て女満別の特産品を販売するアンテナショップ「ほの
か」が開店する。

4　�職員採用試験の申し込みが過去最高の701人となり、面
接官に民間人を登用する。また、財産価格審査委員会に
も民間から不動産鑑定士をお願いする。

5　�平尾・向陽台地区の一部に残っていたダストボックスが
完全廃止となる。

6　�子育て支援のため、ファミリー・サポート・センター事業
や子ども家庭支援センター事業を開始する。また、地域
で子供を育てるための情報提供の場として、いなぎ子ど
もセンターも開設する。

7　�川崎街道が10月をもって4車線になり、稲城市内は全面
開通される。

8　�第25回関東中学校水泳競技大会で、稲城第五中学校水
泳部（4人）が女子総合優勝に輝く。�

9　�2001年1月、稲城市立病院医事課金庫から何者かに
よって920万円の現金が盗まれる。�

10　�稲城市の人口が6月に7万人に達し、12月には7万424
人となる。

　今年もサービスアップ・スピードアップ・セーフティーアップ
を目指して頑張ってまいります。
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市長現場体験レポート1 救急車に乗る

石原都政について
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　東京都では、稲城市と東久留米市だけが東京消防庁に委
託せず、単独で消防・救急事業を行っています。そこで、昨年
12月4日の市議会休会日に念願かなって24時間消防・救急現
場体験を決行することになりました。
　朝8時50分、前日からの勤務者と交替式を行った後、午前
中は新しい消防施設と防火水槽確認のため、消防ポンプ車に
乗り込み、若葉台地区にあるマンションの点検を行いました。
この時、大型の消防車で点検に回りましたが、その理由は、点
検中に火災や災害などが発生したとき、すぐに消防車で現場
に駆けつけられるようにするためと知りました。昼に消防署に
戻り、あらかじめ頼んでおいた「ほか弁」を食べました。ちなみ
に朝食と夕食は隊員が当番を決めて自炊しています。
　午後からは、救急の要請があればいつでも出動する態勢に
入りました（もちろん私が救命活動を直接行うわけではありま
せんが）。その日は5件の救急出動があり、そのうち特別養護
老人ホームが2件でした。また、4件は高齢者で心臓の疾患が
原因での救急対応となり、搬送先の稲城市立病院の救急治療
室では、テレビドラマのERのような緊迫した場面もありまし
た。午前1時ごろ歯の痛みを訴える119番もあり、夜間開院して
いる横浜市緑区の歯科医までの搬送にも同乗しました。 
　夜は出動が無ければ仮眠もできるのですが、午後4時過ぎ

から午前５時過ぎまでほぼ2時間間隔で、5回にわたって救急
車に乗り込み隊員活動にあたったため、ほとんど寝ることはで
きませんでした。
　この体験を通じて消防隊員が市民の生命財産を守るため
に、24時間少ない職員数で努力していることを肌で感じること
ができました。
　また、単独消防故に稲城市立病院との連携や高齢者や障
害者などを対象とした救急医療届け出制度や緊急通報シス
テムなど稲城市独自の施策が良く機能していることもわかりま
した。
　増え続ける救急出動への対応と、到着時間の短縮が当面の
課題であることが確認できました。

　石原慎太郎東京都知事ほど人もうらやむ経歴の持ち主は、
そうはいないでしょう。湘南の海に育ち、まだ日本が敗戦後の
食うや食わずの時代に、ヨットに乗っていたのですから。そし
て、実弟裕次郎氏は日本を代表するトップスターで、知事ご本
人も芥川賞を受賞する作家であり、国会議員としての経験も
長く、大臣も務め、一時は派閥の総帥になったこともありまし
た。また、選挙ともなれば石原プロから有名人が駆けつけ、
堂々たる体格で、しかも若 し々いとなれば完璧と言えるかもし
れません。 
　石原知事は今までのどの知事とも違い、直接都民・国民に
メッセージを送り、必要な施策は議会の根回しなどせずに、
トップ・ダウンで国とけんかをしてでも強力に実行するという
新しい知事像をつくり上げました。具体的に打った手が独自財
源確保のための銀行税の創設、ディーゼル車の規制やホテル
税でした。 
　しかし、石原知事の基本姿勢は当初から首都中心という傾
向が見てとれました。それが決定的となったのは、銀行税の
導入と抱き合わせで３年間新築住宅の固定資産税を原則ゼ
ロに、都市計画税を半分にする施策を打ち出した時でした。
この政策は、知事自身が東京都全体で実施しようと発言した
ことが発端にもかかわらず、最終的に多摩地域は含まれませ

んでした。
　都市長会を中心に、猛烈に反発しましたが、23区のみの実
施となり、都心回帰は促進されましたが、多摩地域は取り残さ
れました。それ以外にも多摩ニュータウン開発の見直しに始ま
り、都立小児病院の統廃合、都立図書館の機能縮小、保健所
や建築指導事務所などをはじめとする都の出先機関の統廃合
など多摩地域への行政サービスの低下を招きかねない施策が
目白押しとなっています。
　都の財政危機は市町村も同様で、いたずらに反対するつも
りはありませんが、知事自身が都市長会などの席で直接説明
責任を果たしたことはいまだありません。強引さも必要でしょ
うが、一寸の虫にも五分の魂があることを忘れないで欲しいも
のです。
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多摩市長 逮捕される

「日本の福祉を考える」
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　2月23日（土曜日）早朝、知人から鈴木邦彦多摩市長と稲城
市内に本社のある塵芥収集会社の東都興業社長が贈収賄容
疑で逮捕されることになるだろうという電話が入りました。鈴
木市長とは、前日の午後から三市収益事業組合（江戸川で競
艇事業を行っている一部事務組合）の議会が開催され、その
時もふだん通りの会話を交わしたことと、その日の夜も都議会
議員の集いがあり、その席でも登壇していつも通りのあいさつ
をしており、翌日逮捕されるような様子はみじんも感じさせな
かったことを思い出しました。
　早速市の幹部職員をその日の午前中に市役所に集め､対策
会議を開きました。後日東都興業をこの種の処分としては最
長の18ヵ月の指名停止とすることを決定しました。
　振り返ってみると、私も鈴木前市長も1983年に、私は30歳、
彼は25歳で市議会議員に初当選しています。私の方が8年先
になりますが、お互いに最初の選挙では特定の政党の支持も
なく、無党派の立場で市長に当選しています。
　今年に入って茨城県の石岡市長、下妻市長が相次いで逮
捕され、東京では多摩市長が、そして3月には徳島県知事まで
もが収賄容疑で逮捕されました。地方に権限や財源を移譲す
る運動を進めている大事な時期であり、地方分権に水を差す
ことになり、憤りを覚えざるを得ません。また、昨年の10月に多

摩と稲城の青年会議所の主催で両市の合併についての会議
が開かれ、私も鈴木前市長も、まず多摩・稲城から合併につい
て議論を深めることについては合意していました。
　稲城市では課題の多い入札制度を見直すために、（仮称）
稲城市入札及び契約等監理委員会を14年度から設置し、弁
護士などの専門家を中心に透明性・公正性・競争性をより高
めていくために、監視機能を持つ市民参加の第三者機関を立
ち上げ、全国の自治体のモデルとなるような制度を目指して
います。
　多摩市の事件を他山の石として、腐敗を防止するシステム
をつくり上げていくことが最大の課題と考えています。

　先月、多摩ニュータウン若葉台地区に隣接する坂浜地区に
知的障害者施設「パサージュいなぎ」がオープンしました。都
立江東養護学校に通っていた障害者（児）の母親たちの運動
が実を結んだものでした。
　この施設の完成によって都外の施設に入所していた人も保
護者の住む稲城に戻ってくることができました。この会は、「正
夢の会」と名づけられているように、実現までは困難の連続
で、多摩地域のある市では、反対運動によって計画を中止せ
ざるを得なかったそうです。 
　最近読んだばかりの戦後の日本を克明に綴り、ピュリツァー
賞と大佛次郎賞を受賞したジョン・ダワーの「敗北を抱きしめ
て」（岩波書店）の中で「敗戦後の日本では弱者に対する冷酷
ぶりは特に目立った現象であった。新たに『まともでない』とみ
なされた人 は々、例外なく汚名のトゲに刺された。放射能の痕
跡を身体におった広島・長崎の生存者や、まともな社会に入
れてもらえず自分の知恵一つで生きるほかない戦争孤児や浮
浪児たちであった。政府はこうした子供たちを保護するための
有効な政策をとらなかったばかりか、事態の深刻さをきちんと
認識することさえしていなかった」と。また、イギリスに永く住
んだマークス寿子氏は本年一月に出版された「不安な国日
本」（光文社）の中で日本社会について、「すべての人間に差

があることを認めない社会では『標準』以上に抜きんでた人間
を受け入れないし、同時に、何かの事情で『弱い』『劣る』とみ
なされる人間をも受け入れない。たまたまその時代に適合する
能力が少々欠けていたり、肉体的に弱かったり、なぜか不運に
つきまとわれたりする人間を『本人が悪い』と突き放してしま
う」と指摘しています。
　五十年以上前、大佛次郎氏は、日本社会が戦争犠牲者に
厳しい原因を経済的理由にしていましたが、最終的には「日本
人は他人への愛情に欠ける国民である」と言わざるを得ませ
んでした。「正夢の会」の苦労を見ても、相互扶助や福祉の根
本思想が五十年前とあまり変わっていないと思わずにはいら
れません。そろそろ「普通」という呪縛から開放されなければ
なりません。これからです。
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学校週5日制で、生きる力を

注目される代替医療

117

118

　本年四月から、明治以来百三十年ぶりの大改革である「学
校週五日制」（ゆとり教育）がスタートしました。このことは、学
業だけでなく、地域や家庭の中で多様な心や体の体験を積む
機会を増やし、今の子供たちが失いかけている「生きる力」を
育むことを目的にしています。
　鈴木宗男衆議院議員が、外務官僚を土下座させて殴るける
の暴行を加えて官僚たちを従わせたという過去の事実が明ら
かにされつつあります。鈴木氏の手法を弁護するつもりはあり
ませんが、少々殴られたぐらいで自分の節を曲げてしまうよう
な人間が、日本の外交を担うトップエリートということに、絶望
的な思いに至らざるを得ません。しかも、その相手が権勢を極
めていたときは頬かぶりしていたわけですから……。かくして、
今やわが国の教育は、高校に行っても割り算、掛け算などの
基礎が分からない生徒を輩出している点では平等教育という
面でも、また、自分の信念を暴力の前でいとも簡単に曲げてし
まう外交エリートしか輩出できなかったエリート教育という面
からも、失敗と言わざるを得ません。
　明治維新以来、日本は、欧米の文物をいち早く導入するた
めの学校制度を作ってきました。東京帝国大学を中心に帝大
を各地に配置し、高等教育のヒエラルキー（階層制）がつくら
れ、一九四〇年体制の官僚制度と同じく戦後もこの体系は残

り、偏差値という評価によって裏付けられ、規格品を大量生産
する産業システムを支える人材育成としては大いに成功しまし
た。しかし、モデルを失った変化の激しい時代には、シンプル
な体系だけでなく複線型の教育体系が求められています。
　ゆとり教育の導入は、学力の低下や公立私立格差をさらに
拡大させる戦後最大の愚策という意見もあります。しかし、ゆ
とり教育を成功させるか否かは、世界的に見て最も問題の多
い日本の大学の改革（入試制度も含めて）いかんにかかって
いると言えるでしょう。

　江戸時代の医療は「和法」「漢方」「蘭法」が自由に使われ
ていました。しかし明治に入ると、主に軍事的な理由によって
西洋医学が唯一、国の認める医学システムとなりました。
一八七四年「西洋医学採用令」が発布されるまでは、全国で
開業していた西洋医学の医師は、五千二百人だったのに対し
て漢方医は二万三千人もいたという数字に表れています。
　このとき高名な漢方医の和田啓十郎は、「新たに西洋文明
を輸入するのはいいが、その長所を輸入するとともに短所まで
輸入してしまうとは嘆かわしい。わが国の長所を捨てて西洋の
短所に従う必要があるだろうか」と述べています。しかし、
一八八三年「医術開業試験規則」と「医師免許規則」が布告
されると、漢方の専門医が開業や診療する道は完全に閉ざさ
れてしまいました。
　第二次世界大戦後は「鍼灸などは野蛮」というレッテルを
張られ禁止される時期もありました。しかし欧米では、最近逆
に西洋医学以外の療法に関心が高まり、代替医療・統合医療
（西洋医学とその他を統合した医療）として注目を集めていま
す。わが国でも、人工臓器の権威であった渥美和彦東大医学
部教授を中心に、「日本代替・相補・伝統医療連合会議」が
一九九八年に結成されました。生命の全体的・総合的仕組み
や自然治癒力に注目し、個人の患者の治療に適したものを選

択できる道を開くことを目指しています。このことは医療に限っ
たことではなく、欧米一辺倒からわが国の伝統の中にある文化
的価値を再検証する動きと連動しているといえます。
　稲城市立病院では、本年六月から毎週月曜日の午後に「漢
方外来」をスタートさせました。西洋医学では治療が困難だっ
たり不十分だったりする患者を対象としています。内科医であ
ると同時に慶応大学の東洋医学講座や上海の漢方医療セン
ターでの勤務経験もある、本多正典医師が診療にあたってい
ます。特に高齢者や更年期の様々な症状に悩んでおられる方
に有効かと思います。市立病院における統合医療への第一歩
と言えるでしょう。まずは予約を。
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「赤テント」を30年ぶりに観る

私の「決め事」ぎっくり腰で記録中断
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　六月の梅雨空の中、久しぶりに新宿花園神社の境内に足を
運んでみました。友人に誘われて、唐十郎が座長の劇団唐組
通称「赤テント」の公演「糸女郎」を観るために。三十年前は
時代の勢いに乗っており、輝きを発していたせいか、久しぶり
に見る赤テントはなんとなく小さく見えました。また計四回の
公演の初日ということもあったのでしょうが、入りも七分ほど
で往年のファンはまばらで、観客は三十歳代の女性が目立ち
ました。
　私と演劇との出会いは高校時代のクラスメートで卒業と同
時に文学座の研究生になった友人がいて、文学座の公演では
なく佐藤信率いる通称「黒テント」劇団68／71を三鷹の原っ
ぱに観に誘われたことに始まります。当時は黒テントと赤テント
がアングラ劇団として張り合っており、赤テント（状況劇場）も
新宿や上野不忍池によく観に行きました。
　「赤テント」は社会と微妙なズレを感じ、屈折した若者たち
に情熱的に支持されており、汚い服を着、客に水や泥を投げ
つけ、台詞をわざと間違えたり池に飛び込んだりして、若者た
ちの心情をゆさぶりました。李麗仙・大久保鷹・根津甚八・小
林薫・不破万作など、当代随一の怪優たちが赤テントの中で
は社会の規範をくつがえす世界を創り出していました。また鬼
才寺山修司が主宰する劇団「天井桟敷」も健在で独自の存在

感を放っていました。
　さて芝居のほうは、唐十郎が自転車に乗って外から登場す
る場面や、最後にテントが開く場面などは相変わらずで、女優
三田佳子の不肖の息子高橋裕也もそれなりの存在感を出して
いました。しかし、以前の熱気や興奮はなくなっていました。
　実は六十年代や七十年代は単なる序章に過ぎず、あの唐十
郎が大学の先生となり、一見すべてが秩序立っているように
見える今こそ、時代の混沌がまさに大波のように押し寄せて来
ています。
　この時代の激変の意味をどう創造的に受け止め乗り切って
いくのかが、あらゆる分野で問われているように思えてなりま
せん。

　市長として仕事を始めてから十二年目を迎えました。選挙
の際の約束である「公約」は、何としてでも実現するために努
力をする義務がありますが、そこまでいかない個人的な誓いの
ような「決め事」も、私にはいくつかあります。その一つは、本
欄で紹介したことがありますが、「自宅にエアコンを入れない」
というものです。今年の夏もかなり厳しかったですが、夏は暑
いもので我慢するものと決め込み、今年も何とかエアコンなし
で過ごすことができました。また、「市の職員の仲人は受けな
いことと、結婚式にも出席しないこと」も続けてきました。
　一方でやめたものもあります。「市職員の家族の葬儀には出
席しないこと」です。人生の大きな悲しみの席に立ち会えない
というのは理不尽だと悟り、市長一期目は実施しましたが後に
やめました。
　そのほか、かたくなに続けている決め事の一つは「市役所内
ではエレベーターは使わない」というものです。最初は電力節
減の一環として全庁的に始めました。その後一般職員は解禁
しましたが、私は健康対策として続けてきました。もう一つは
「自分の健康上の理由で仕事は休まない」というものです。し
かしこの夏、十二年目にして最大の危機が訪れました。
　市役所の執務室で特に重いものを持ち上げる作業をしてい
たわけでもないのに、突然激しい腰痛（ギックリ腰）に襲われ、

立っていることができなくなり、とうとう一日だけ仕事を休まざ
るを得ませんでした。ヘルニアなどの関節にかかわるものでは
なく、筋肉疲労が原因ではないかと思われます。西洋医学と東
洋医学の針きゅうの治療を同時に受けたせいか、二日で歩け
るようになりました。自慢ではありませんが、その週（土曜日・日
曜日）は、稲城中央公園にある百六十七段の階段十往復を二
日連続で行い、それ以外にも空手のけいこの後、スクワットを
百回以上やったことが原因のようです。反面良かったのは、
ギックリ腰をきっかけに四日間お酒を飲まなかったことです。
　「決め事」の連続記録は中断しましたが、心新たに再スター
トさせます。
　何事も過ぎてはいけないということを、痛みをもって体験し
ました。
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8年ぶりの中国 その「光と影」

公務員の退職金制度は危機的状況

121
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　今年の8月、東京都と北京市が友好都市の盟約を結んでか
ら11回目の訪中団の副団長として、北京・蘇州・上海の三都市
の土を踏む機会を得ました。（団長は原田港区長）
　まずは劉淇（りゅうき）北京市長に石原慎太郎都知事の親
書を手渡し、友好関係を確認しあいました。今回私は8年ぶり
の訪問ということもあって、前回と比較しながら中国の変化を、
光と影両面から見ることができました。
　2008年の北京オリンピックに向けて高速道路の整備やビル
建設がすさまじい勢いで進んでおり、東京オリンピック前夜の
東京を思わせます。上海は2010年の世界博覧会に名乗りを上
げており、400メートル級の高層ビルが立ち並び、リニアモー
ターカー（ドイツ製）の建設も進んでいる点などでは東京以上
かもしれません。人々の服装も、8年前は人民服を着た人も多
く、外見だけで日本人か現地の人か見分けられましたが、今回
は簡単には見分けがつきませんでした。かつて交通手段は自
転車が主流でしたが、今は車とバスとオートバイに変わってし
まいました。また、以前は市内至る所に屋台が夜遅くまで出て
おり、満員電車並みの数の人たちが群がっていましたが、今は
ごく一部となりました。
　一方で都市と都市、都市と農村の貧富の差は拡

ひろ

がる一方で
す。都市から少し離れると農村は中世のような生活をしていま

す。共産主義国家として階級のない社会を創
つく

るために所得の
再配分をしているようにはとても思えません。都市で仕事に就
き、子供を学校に行かせるために必要な戸籍は簡単には得ら
れないそうで、北京市も上海市も出稼ぎを除いた人口は減少
しているとのことでした。
　また、出版や放送に自由はなく、検閲されている状態も変わ
りありません。北京では北京飯店に泊まりましたが、テレビを
つけると必ずホテルの歴史を紹介するチャンネルにまず入り、
その歴史も抗日戦争から始まるのには驚きました。環境の悪
化もひどく、北京市はスモッグで晴天でも太陽が霞んで見え
ました。
　北京オリンピックは国の威信にかけていることがよく伝わっ
てきますが、そこから先は経済・軍事のバブルも膨らんでお
り、闇の中かもしれません。

　日本経済は本格的なデフレに突入したとしか思えない現象
が続いています。地価は既に10年以上下落し続け、株価も一
時は持ち直しましたが2年半前から下がり続け、10月には日経
平均で8,200円を割り込み、1983年以来19年7カ月ぶりの安値
をつけました。卸売物価・消費者物価も下がっており、今や価
格破壊という言葉が懐かしいほどで、ボーナス・給料に続き、
いよいよ退職金引き下げの人事院勧告が出されました。
　私は、昨年の5月から東京都市町村職員退職手当組合とい
う一部事務組合の管理者（代表）を務めています。稲城市や
多摩市、狛江市など比較的規模の小さい10の市と町村、一部
事務組合（多摩川衛生組合など）を含めた38の団体が加盟し
ています。
　多摩地域のほかの市は独自で退職金制度を持っています

（市によって中身は異なります）。ですから、小金井市のように
退職金を払うために市が借金をしなければならないケースが
出てきます。また、20年程前に武蔵野市では退職金が高すぎ
ると大問題になったこともありました。
　退職手当組合は、現在161億円の積立金を持っています。
会員数は現在8,896人で、一人当たりの積立額は181万円程
となり全国平均よりは多くなっています。これから団塊の世代
が退職を迎えることから、かなり厳しい運営を強いられてい

ます。
　今後の試算では、平成21年度には積立金も底をつきます。
このまま何もしないでいれば10年後には152億円の借金を抱え
ることになります。現在、国も地方も退職金の限度額は給料の
62.7カ月で、一人当たりの平均的な支給額は2,500万円程度と
なるでしょう。今回、人事院の退職金の官民格差は5.6％のマ
イナスで、基本給のマイナス2％を加え7％程度と思われます。 
　国の高級官僚が9,000万円の退職金を受け取っていること
が明らかになりましたが、これらの是正は当然のこととして、退
職金危機は迫っており、各市の負担金を増やすことと一人当
たりの支給額を減らす以外に道はありません。
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全国行政サービス度ランキング 698市区中8位

2002年稲城10大ニュース
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　稲城市は江戸川競艇場で多摩市・あきる野市と共同で三市
収益事業組合という一部事務組合を組織し、モーターボート
競走事業を行っています。売り上げは平成2年度がピークで
444億5千万円ありましたが、13年度は162億8千万円まで落ち
込んでおり、約3分の2（63.4％）の売り上げが消えてなくなっ
てしまったことになり、民間の事業者の厳しさを私達もひしひ
しと感じています。
　また、各市への配分金は、昭和48年以来通算で154億円に
なり、単年度最高額は平成3年度の15億円で、13年度はわず
か1千万円まで落ち込んできています。この配分金は、各市の
福祉施策や街づくりなどに使われてきましたが、この10年、毎
年配分金も下がり続けていく中で、行政サービスを維持し、さ
らに多様なニーズに応えていくためには、経費の削減を図る不
断の努力が求められてきました。
　こうした中で13年度の日本経済新聞社の調査による行政
サービス度ランキングが発表され、全国698市区中堂々の8位
に入ることができました。2年前の前回は83位でしたから大飛
躍といえるかもしれません。こういった新聞や雑誌などのラン
キングはすべて実態を把握しているとはいえませんが、今回の
ランキングアップの要因は、高齢福祉施策は他市と比較しても
進んでいるほうでしたが、新しい保育園の建設など子育て支

援策が充実してきたことや、学校のインターネット活用の取り
組みなどが評価されたものと思われます。また、知的障害者施
設「パサージュ稲城」の開園や、精神障害者のグループホーム
なども充実してきており、東京都や福祉団体からも高い評価
をいただいています。
　一方、改革度ランキングは上位につけることはできませんで
した。調査段階では実施に至っていない項目が多かったこと
が原因しているようですが、近隣の三鷹市や武蔵野市が上位
を占めていることからして今後、第二次行革の実施計画を着
実に進めて行けば、大幅にランクアップが可能と思われます。

　昨年のわが国における最大のニュースは、なんといっても北
朝鮮に24年にわたって拉致されていた日本人被害者が帰国し
たことでしょう。サッカーワールドカップで日本代表が決勝トー
ナメントに進んだことも話題になりました。また、小柴昌俊さん
と田中耕一さんがノーベル賞をダブル受賞したことも明るい
ニュースでした。
　さて私が選んだ2002年稲城10大ニュースを発表します。
1　�市内循環i（あい）バスが本格運行を開始する。また、I
（あい）のまちいなぎ市民祭も稲城中央公園で初めて開
催される。

2　�知的障害者施設「パサージュいなぎ」が入所定員50人、
緊急一時保護3人の規模で開設される。また、市内13番
目の「もみの木若葉台保育園」が120人定員でオープン
する。

3　多摩市・府中市との図書館の相互利用がスタートする。
4　�入札や契約の透明性を高めるため、稲城市入札及び契
約等監理委員会を設置し、弁護士、公認会計士などを委
員とした。

5　�交際費・食糧費の前月分をホームページで素早く公開を
始める。

6　�8月から法に基づいてセキュリティー対策を講じながら

住民基本台帳ネットワークが稼　働する。
7　�稲城市立病院が、第三者機関である「日本医療機能評価
機構」から優れた医療サービスの証明となる病院機能評
価認定される。

8　�多摩ニュータウン長峰地区において全国で初めてニュー
タウン内に消防団第八分団が発足する。

9　�稲城市出身のプロ棋士堀口一史座氏が朝日オープン将
棋で見事優勝を飾る。

10　�坂浜地区で10月に自動車強盗犯によって車の所有者が
殺されるという痛ましい事件が発生する。

　そのほかにも小学校を統合しての平尾小学校の発足や、中
学校不登校出現率が4年連続都内で一番少ないなどのニュー
スもありました。今年もがんばります。
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冬の坂浜・清水谷戸を歩く
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　「関が原の戦い」「明治維新」、そして「太平洋戦争」が日
本の歴史上の大転換点であり、さらに現代がそれに次ぐ時代
と言われています。特に近代への入り口である明治維新を知
ることは、現代に通じるものも多いと思い、今年の正月、幕末
を描いた早乙女貢氏の大著「会津士魂」全21巻を読み始めま
した。
　早乙女氏は、敗者から見た明治維新をテーマに小説を書き
続けており、氏の歴史観を要約すると「明治維新は、革命のよ
うに言われているが、その内実は、過激な浪士を使っての権
力奪取のためのクーデターに過ぎないと。勤皇攘

じょうい

夷を政治ス
ローガンに掲げながら、孝明天皇は、勤皇攘夷派によって毒
殺された疑いが濃く、しかも蛤

はまぐりごもん

御門の変では天皇家に対して
大砲を打ち込むことを平気で行い、その尊皇思想は見せかけ
にしかすぎなかったと。攘夷も実行不可能であることを知りな
がら、幕府を倒すための手段として掲げ、自分たちが権力の
座についた途端に列強に対しては攘夷どころか鹿

ろくめいかん

鳴館に象徴
されるように、自国の伝統文化をかなぐり捨てて、徹底して迎
合してしまったと。廃藩置県なども小栗上野介によってすでに
幕府内で検討されていたにもかかわらず、新政府の発案のよ
うにふるまう始末。当時の状況からすれば、公武合体論が最
も現実的な選択であり、明治維新は理念なき革命であり、こ

のことが明治以降の日本の行く末をゆがめてしまったと」とな
ります。
　去る1月18日に、幕末の新撰組隊士の生きざまを描いた、浅
田次郎氏原作の映画「壬

み ぶ

生義士伝」が封切られました（浅田
次郎氏は直木賞をもらうまでは稲城に長く住んでおり、稲城を
題材にした小説も書いています）。また、来年のNHK大河ドラ
マは「新撰組」に決定し、日野市や調布市などを中心に町おこ
し事業が多摩地域で計画されることになります。早乙女氏の
歴史観は、教科書などとは異なりますが、なかなか説得力があ
ります。今から新撰組の歴史的評価や幕末の歴史観を多摩地
域に住む私たち自身によって鍛えておこうではありませんか。

　私の近所の十数軒が集まる伝統的懇親会「お日
ひ ま

待ち」の席
で、「最近ごみの不法投棄が清水谷戸で増えている」との話
がありました。そこで早速一月三十一日午前厳冬の中、足を運
んでみました。私はよく総合体育館の南側の階段を走っている
のでいつも遠くから眺めてはいますが、入るのは十年ぶりにな
ります。
　その日の朝はマイナス三度ぐらいまで気温が下がったことも
あって、霜柱が七センチほどになっていました。また、昔から
二カ所自然の滝があり一部崩落していましたが、一メートル近
い「つらら」を発見した時には少年時代にタイムスリップした
かのような感動を覚えました。（子供のころよく遊びに来てい
ました）
　東京都が先行買収した田は、全く耕作されていないためア
シの沼のようになっていました。また、山もツタが生い茂りかな
り荒れていました。ただ街が見えなくなるところまでくると静寂
の世界に入ることができます。
　谷戸の奥は三つの道に分かれ、中央はよみうりカントリーク
ラブに行き着きます。西側は清水谷戸の名前の通りきれいな
水が豊富に流れ、谷戸全体で湧

わきみず

水も四カ所あり、夏にはホタ
ルも見られます。東側はオオタカが発見された方向です。水量
は豊富ですが下水の処理水が流入しており、下水道の普及が

待たれます。
　江戸時代にこの地域で「玉川焼」という名で知られた陶器
を焼いていましたが、粘土などはこの谷戸から採れたのではと
思わせる地層も見ることができます。また、押立の「清水」さん
という姓は菩

ぼ だ い じ

提寺が坂浜の高勝寺ということもあり、先祖は清
水谷戸と関係があるかもしれません。
　清水谷戸全体を見渡せる高台に登ってくると道路の近くに
不法投棄のテレビや洗濯機・自転車などを発見しました。稲城
の原風景が汚されているのは残念でなりません。 （ゴミの撤
去は関係機関にお願いしました）
　坂浜平尾土地区画整理事業では、清水谷戸の14.7ヘクター
ル（うち2.2ヘクタールは都
が買収済み）を都立の自然
緑地として残すことになって
います。ぜひ田や畑もしっか
りと耕作された田園風景とし
て復活させたいです。
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4年間を振り返って

「清潔文化」を問い直す
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　私の市長としての任期も最後の1カ月を迎えました。年をと
ればとるほど時間が経過するのを早く感じるようです。「細胞
分裂が遅くなるから逆にアインシュタインの相対性理論の通り
時間は短く感じるようになる」という嘘か本当か分からない説
明を聞いたことがありますが。
　さて、ここで4年間の出来事を振り返ってみます。今年3月4
日に東京ヴェルディ1969のロリ監督やカメルーン代表だった
エムボマ選手、ブラジルから来たラモン選手などの表敬訪問
がありました。21世紀に入ったばかりの2001年3月に、ヴェル
ディのホームタウンとして稲城市が受け入れを決定したときか
らすでに3年目に入りました。今年はタイトルを一つは取ると意
気込んでいます。楽しみながら応援しましょう。
　もう一つ思い出深いのは、昨年4月、市内に開設した知的障
害者更正施設「パサージュいなぎ」のことです。10年以上にわ
たって、多摩地域を中心に用地を探し、開設の努力をしてきた
結果、ようやく稲城で花開いたということです。今では都外の
施設からの移転を含めた稲城市民15人が入所しており、毎日
楽しく生活しています。ショートステイにも利用でき、家族の方
にも喜ばれています。
　石原都知事とのやりとりもいろいろありました。4年間の都
知事のリーダーシップは高く評価することができると思いま

す。ただ、坂浜平尾土地区画整理事業などは都の財政危機
によって凍結されました。銀行税問題では二審でも敗訴し、
最高裁でも敗れれば3,200億円近いお金を返さなければなら
なくなり、その可能性は大きいのです。しかし、そのための財
源措置を都はしていません。敗訴即財政危機となります。そう
なると坂浜平尾土地区画整理事業も塩漬けのままにされかね
ません。
　そのほか中学生の不登校率が都内の区市で4年連続で一
番少なかったというのはうれしいことです。地域と学校が密接
な関係にある稲城の特色によるものです。民間人の市職員採
用面接官や財産価格審査委員会への市民委員の登用、市交
際費・食糧費の市ホーム
ページへの掲載などで透
明度も高まりました。
　新年度も稲城から情報
を発信し続けてゆきます。

　グローバルな視点で政策提言を続けているNPO法人「構
想日本」のシンポジウムに出かけてみました。今回は、「笑うカ
イチュウ」や「空飛ぶ寄生虫」の著書でおなじみの東京医科歯
科大学大学院教授の藤田紘一郎先生から直接のお話を聞くこ
とが出来ました。 
　「日本人の5人に1人は花粉症に悩んでいます。アトピー性
皮膚炎や気管支ぜんそくなどのアレルギー性疾患は増え続け
ています。いつから増え始めたかというと40年前からなんで
す。空気や水の汚染が原因のようにいわれていますが間違い
です。空気も水も一時期に比べればずいぶんきれいになって
いるんですよ。 
　その原因を探るためにずいぶん前にインドネシアに調査に
行きました。向こうの子供たちはウンチの流れてくる川で、平
気で遊んでいます。肌はつやがあり、アレルギーの子供は一人
もいませんでした。なぜなら子供たちの体内にはカイチュウ
（サナダムシ）がいるんですよ。日本では40年前ぐらいから徹
底した検便をやってカイチュウを駆除してしまったんです。人
でも虫でも本来は寄生虫がいるんですよ。マラリアは蚊に付く
寄生虫ですが、蚊には害はありませんが人にはあります。寄生
虫は寄生する対象を滅ぼすことはしないんです。人に付く寄生
虫もバランスをとって共生しています。

　O-157などは、大腸菌をいじめて出来た奇形なので、雑菌に
殺されてしまうほど弱いんです。だから清潔を第一にする給食
センターや食堂などで発生しやすいんです。汚いところでは雑
菌に食べられちゃうんです。O-157に汚染された物を食べた子
供たちの家庭を調査したら、汚い家の子供はなんでもなくて、
清潔好きの子供はだいたい重症だったというデータが物語っ
ています」いわば太古の昔から共生して来たカイチュウを断ち
切ったことによってアレルギーという別の問題がひき起こされ
たということです。 
　「毎日シャンプー使って体洗うと皮膚を守る細菌や脂も
取ってしまい、かえって害になります。最近膣

ちつ

炎が増えていま
すが洗いすぎが原因です。
適度に細菌によって酸性化
しておけばよいのです」私
たちの常識には間違ったも
のも多くあります。行き過ぎ
た清潔文化を考え直してみ
るヒントにしていきたいと思
います。
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石原知事に直接三多摩の課題解決を要望

江戸川競艇事業合併を提言
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　都知事と直接話をする正式の機会は、年1度行われる都市
町村協議会です。しかし市長会と町村会の役員が知事と話を
するといっても時間も限られており、かなり形式的なものとなっ
ております。特に「三多摩地域に石原知事は冷たい」などとい
う話を市民の口からも聞くようになっていることから、選挙も終
わったことなので市長会の正副・顧問の役員で会いに行こうと
いう事になりました。6月11日に浜

はまうず

渦副知事や赤
あかほし

星総務局長同
席のもとに懇談が始まりました。 
　私は三点について話をさせていただきました。「一昨年土地
収用法が、東京都の働きかけもあって改正され、用地買収が
スムーズに進むようになりました。しかし環状8号線と国道16
号線の間の南北を結ぶ三多摩地域の道路整備は大変遅れて
います。調布・保谷線は平成22年度を目標として工事が進め
られていますが、府中・所沢線の拡幅の見通しが立っていま
せん。地元自治体も最大限努力するので、都も事業化してもら
いたい」と。 
　二点目は、「JR南武線は平成22年度に、JR中央線は平成
20年度に立体交差化の完成を目指しています。京王線も高
架・地下化含めて具体化しています。ところが北多摩を走る西
武線が交通上の大きなネックになっています。是非西武線の
立体化に向けて力を貸していただきたい」と。 

　三点目として「横田基地の空域が戦後占領政策のままの状
態で続いており、民間航空機の航路にとっても大きな障害と
なっています。また民間航空機は、防音対策がとられています
が、軍用機は防音化が図られていません。ですから軍用機の
飛行を制限できれば民間機が入っても横田の騒音は抑えられ
ることになります。知事の尽力によって日米首脳会談で横田基
地の軍民共用化問題が出されたことは、大きな一歩になりまし
た。歪んだ空域の占領政策に終止符を打つためにも、また三
多摩の振興のためにも頑張っていただきたい」とエールを送ら
せていただきました。 
　最後に知事から「何かあったら直接電話ください」との発言
が出るほど和やかに懇談を終了することができました。

　平成11年5月から東京都三市収益事業組合（多摩市・あき
る野市・稲城市）で行っている競艇事業の管理者を務めてき
ましたが、2期目に入って大きな岐路に立たされています。競
艇事業は、相変わらず低迷を続けており、売り上げもピーク時
と比べて60％以上のマイナスという状態で、平成15年度に
入っても前年対比で15％近い売り上げの減少となり、歯止め
がかからない状況となっています。 
　私はこの4年間売り上げを伸ばすことは困難と考え、もっぱ
ら経費の節減に努めてきました。まず着手したのが、事務職員
の削減です。平成11年度に25人だったものを平成14年度には
16人に減らし平成15年度は10人としました。　 
　また競艇場の窓口の従事員も平成12年度末に413人だった
ものを平成14年度から早期希望退職を募り現在300人体制と
し、今後も一層の自動化を進め、人員の見直しをしていく計画
としています。 
　またその他の委託業務の見直しなどで平成13年度以降毎
年2億5千万円ほどを削減し、事務職員、従事員削減分と合わ
せて6億円から10億円ほどの経費削減を図ってきましたが、そ
れでも各市への配分金は平成2年度のピーク時15億円あった
ものが、わずか1千万円を維持するのがやっととなっています。 
　競艇事業を行う目的は、構成各市に少しでも多くの配分金

を渡すことです。しかし今の体制では限界に来ています。そこ
で昨年度から合同施行という方法で江戸川のもう一つの六市
競艇事業組合（八王子市、武蔵野市、昭島市、調布市、町田
市、小金井市）と合同で事業を始めました。さらにその先は合
併によって一体的に事業を行い経費の削減を図り、より大きな
レースを導入するなどして収益体質を強化することを、提言し
ています。民間では合併は当然のように行われていますが、一
部事務組合としては全国で初めてのケースかと思います。課
題は、各市への配分金の算出方法、組合財産の処理、積立金
の清算、職員の処遇など山積しています。しかし、競艇事業の
存続のためにはあらゆる手段を導入すべきと私自身は判断を
したところです。
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今日から新学期 7・13事件を教訓に!

選挙公約「マニフェスト」について
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　稲城市は小中学校の不登校の出現率（発生率）が東京都の
区市の中で低く、中学では4年連続で最も低いという記録を今
も更新し続けていることは本欄でも既に紹介しました。それ
は、きめ細かな相談体制はもちろんのこと、自然環境に優れ、
いわゆる「盛り場」が市内にはほとんどないということも要因の
一つと言えるでしょう。しかし7月13日に起こった小学6年生4
少女監禁事件のように、京王線で140円払えば30分で、日本
最大の盛り場に着いてしまうわけで、そうなるとなかなか手は
打てません。 
　今回の事件発生後の7月19日、市PTA連合会の皆さんをは
じめ学校・園・家庭・地域連絡協議会が合同で300人以上参
加して報告会を開きました。近々には、「子供を見守る稲城
ネットワーク」を発足させ保護者、地域、教職員が一体となっ
て活動を始めることになっています。また国でも教育基本法が
本当に時代に即したものかどうか、改めて議論が始まろうとし
ています。 
　今回の事件から明らかなことは、教育に対する大人たちの
価値観がばらばらになってしまっていることに、公教育荒廃の
大きな原因があるということです。私立なら校則を守らせるこ
とは容易です。しかし公教育の現場ではそれが簡単にはでき
ません。たとえば金髪染めや携帯電話の学校への持ち込み

も、親が納得しなければ簡単に規制することもできないという
のが現実なのです。少なくとも親自身が校則の決定に参加し
同意していなくても、校則は守り従うという基本ルールを確認
するところから始めねばなりません。それは大人社会で壊れか
けている「常識」を再構築することと同じ事と言えるでしょう。 
　もうひとつ今回の事件で指摘しなければならないことは、マ
スコミのモラル（常識）の問題です。こともあろうに金品を餌に
して子供から取材しようとした記者がいたということです。少
女たちはお金に釣られて渋谷まで出かけたという今回の事件
の犯人と同じやり口を、記者たちが行おうとしたことです。法律
ではなくこれも「常識」の問題です。

　英国では選挙の際、公約である「マニフェスト（政策綱
領）」を、政策ごとに具体的な数値目標、財源、実現の期限等
をあらかじめ明らかにして選挙を戦うという方式が定着してい
るそうです。先の埼玉県知事選挙では上田清司氏が、また岩
手県や神奈川県の知事選挙でもマニフェストを掲げ勝利して
います。しかし、選挙期間前からマニフェストを掲げることは、
公職選挙法に違反するため法改正が必要となります。 
　それでは、今年の4月に行われた稲城市長選挙の私自身の
公約をマニフェストという視点で検証してみたいと思います。 
　まず私は、既に出来上がっている平成13年度から22年度ま
での行政施策全般を示した「第三次長期総合計画」の内容に
拘束される立場だということです。すなわち現職の首長は全員
が各自治体の総合計画に拘束されている訳です。仮に計画内
容に不満があるならば計画を変更しなければなりません。私の
場合は、自分の責任で計画を作ったばかりなのでその必要は
ありません。稲城市の総合計画の特筆すべきことは、マニフェ
ストの重要な要素である財政計画がしっかりと示されているこ
とと、規模も詳細計画の中で位置付けられているということで
す。全体の歳入予測は（10年間の一般会計と土地区画整理事
業会計の合計）2千638億円で、市税収入はその内1千219億
円を予定しています。また歳入の基礎となる人口予測を7万6

千人とみています。更に歳出面では図書館、新文化センター
には36億円、温水プールなどが入る健康プラザは25億円を計
上しております。マニフェストのもう一つのポイントである実施
時期は選挙公約の中で、図書館は平成18年、文化センターは
18年度として明示しており、健康プラザは一期4年の内に実現
することを明言しています。市役所の土曜日・日曜日オープン
は今年の11月から始める予定であり、乳幼児医療費の無料化
の歳児拡大は来年度実施の予定となっています。 
　公約をマニフェスト化していくことは今後の大事な課題だと
思います。ただし、多くの新しい施策を掲げることは、計画行
政である以上、必ず何か別の計画が押し出されてしまうこと
と、何より政策を実現するための責任能力を忘れるべきではな
いでしょう。
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36年ぶりの法隆寺探訪

初めてのヨーロッパ
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　この秋、大阪の友人の選挙応援に出かけた帰りに、奈良の
「法隆寺」に寄って行こうと思い立ちました。そして稲城中学
校の修学旅行以来３６年ぶりに、飛鳥の里の土を踏むことが
できました。実は今回のことは、友人から法隆寺の最後の棟

とう

梁
りょう

といわれていた西岡常一氏の著書「木のいのち木のこころ」
（草思社）や「木に学べ」（小学館）などを薦められ読んだば
かりで、大感激したという伏線があったのです。 
　西岡棟梁は著書の中で「現代人は自分たちが文化的にも技
術的にも最も優れていると思っているようだか、とんでもない
間違いだ。法隆寺を建てた飛鳥の工人に現代の建築家も大工
も一人もかないません。機械で木を加工する技術は発達した
けれど、今の人は木を知らない。木は切られても生き続けるん
です。法隆寺は1千300年建っています。1千300年持たせるに
は樹齢1千300年以上の檜を使わなければければいかんという
ことをよく知っていた。だから木を買うのではなく山を買えと。
山を見て土を見て、一本一本違う木のクセを上手に使う知恵
と技術を飛鳥人は持っていた。建物も、方位に基づき周辺の自
然と一体化している。また職人は、寝食共にして技術を教えて
もらうのではなくて、盗めと。確実に自分のものにできれば遅く
てもいいんだ」という珠玉のような西岡氏の言葉を自分の五感
でつかもうということになったわけです。 

　法隆寺周辺を含め斑
いかるが

鳩の里全体が非常に大きいのに改め
て驚きました。また建物一つ一つが力強く、装飾は極端に抑制
されており、その中にシンプルな美しさがあります。しかも1千
300年の時間に耐えてきた重みがあり、更なる時間に耐えうる
調和を見る思いがしました。36年前の修学旅行では、傾斜地
に建っていることさえ気づきませんでした。 
　現代人の心の中に潜む不安や居心地の悪さは、先人から受
け継ぎ守っていくべきものを、しっかり見つめてこなかったこと
に大きな原因があるのではないでしょうか。私自身36年ぶりの
法隆寺との再会で、歴史や伝統にあまりに思いを至らせな
かった自分を恥じるばかりでした。

　稲城市は、東京都でも都市基盤整備を最も盛んに行ってい
る自治体と言えます。ですから街づくりの参考のためにも、今
までチャンスがなかったヨーロッパを一度視察してみたいと
思っていたので、思い切って全国市長会の欧州調査団に参加
してみることにしました（費用は個人負担です）。 
　今回私が団長ということになり、ロンドンからケルン、チュー
リッヒ、ベルンを回り、最後にパリと4カ国の5都市と周辺自治
体を12日間かけて視察しました。5都市とも、街路にはまず日
本のような白いガードレールが無く、せいぜいポールが立って
いる程度でした。また街路樹はプラタナスが多く、剪

せんてい

定などは
せず自由に枝を伸ばし巨樹になっていました。チューリッヒと
パリ郊外の2カ所のごみ処理施設を視察することができました
が、EUでは2005年までにダイオキシン濃度を0.1ナノグラムま
で抑える計画になっているとのことですが、この点では日本が
一歩先んじていました（2002年12月までに実施済み）。また
チューリッヒでは1904年からごみの焼却処理を行っており、建
物などもかなり古いものでしたが、一度建てた施設を改修しな
がら使い続ける姿勢と、売電、スチーム供給、事業系ごみの受
け入れや袋の有料化（60リットル袋で3.45フラン　約300円）
によって、ごみ処理費用を回収しようとする意識の高さには驚
きました。日本は、施設は新しく機能も優れていますが、コスト

が高すぎる傾向にあります。このことは、道路でも住宅でも共
通しています。 
　今回の視察は、電子自治体の推進、介護保険、中心市街地
再開発、環境施策、市議会のIT化など多岐に渡りましたが、一
番印象に残ったのは街づくりでした。石の文化の蓄積と秩序は
圧倒的でした。特にベルンは、山は高く水は澄み中世の街に迷
い込んだような錯覚を覚えるほどでした。わが国では、中央集
権システムによって全国同じような平板な「顔」をもった街が
できあがりました。しかし、いよいよ一つひとつの街　市が個
性に溢

あふ

れた「顔」を創って行く時代を地方主権によって、切り
拓
ひら

かねばなりません。わが街稲城を「時間に耐え得る秩序ある
街」にしていくには、長期的な戦略を立て、確実に歩むしかあ
りません。
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2003年稲城10大ニュース

映画「ラストサムライ」を観て
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　昨年の世界のトップニュースは、イラク戦争であり、北朝鮮
の核開発宣言といえるでしょう。一方国内では、自衛隊をイラ
ク復興のために派遣決定したことが大きな話題となりました。
また市長として秋の園遊会に招かれる機会を与えていただい
たことは、想い出に残る出来事でした。 
　私が選んだ稲城10大ニュースを発表します。
1　�4月に稲城市議会議員・市長選挙、11月には衆議院議員
選挙が行われ、今後の国や市の政策の方向性が決定さ
れる。また市議会は定数22人中10人が新人となる。

2　�国の構造改革特区に全国で初めて公募を行い、15の自
治体による「介護の街づくり特区」を稲城市が中心と
なって共同提案する。�

3　�はつらつワーク稲城を3月から開設し、55歳以上の就職
希望者の職業紹介事業を開始し、すでに100人以上の
市民の就職が決定する。�

4　�多摩テレビ、小田急ケーブルビジョンにより市内全域で
ケーブルテレビへの接続が可能となり、情報化時代の基
礎固めができる。�

5　�自立的判断が困難な高齢者や障害者のための「多摩南部
成年後見センター」が調布市・日野市・狛江市・多摩市・
稲城市の5市の共同事業として全国で初めて始まる。�

6　�平成10年に事業着手した平尾南土地区画整理事業が終
了する。すでに74戸の住宅が建設され、200人ほどが
住む地区となる。�

7　�11月から第2、第4の土曜日・日曜日に市役所の1階4課
の開庁をスタートさせ、多くの市民に利用していだたく。�

8　�火災や災害の情報を聴覚障害者や消防関係者だけでな
く、登録した市民にも送信するEメールサービス事業が
消防本部で開始される。�

9　�14年度の決算で市財政の柔軟度を示す経常収支比率が
武蔵野市を抜いて、東京26市で最も良い数値となる。

10　�市内の小学生4人が監禁され行方不明となる事件が起
こり「子どもを見守る稲城ネットワーク」ができる。�

　他にも5年連続で中学生の不登校出現率が都内で最も少な
いという、うれしいニュースもありました。今年は申（さる）年で
す。さるのようにすべての問題
に素早い対応をモットーに頑
張ります。

　新年に入って、各映画賞の候補に挙げられているトム・ク
ルーズ主演の「ラスト・サムライ」を観ました。まず驚いたのは
横浜港の街並みをはじめとするリアリズムを追求したセットと、
豪華で重厚さの漂う鎧

よろい

・兜
かぶと

などの衣装のけん爛
らん

さでした。また
活劇シーンの迫力と美しさは、ハリウッドならではのものと感
心しました。映画を観ながら、最後に残った箱館（函館）で、
榎本武揚や新選組副長だった土方歳三らの幕府軍と共に、フ
ランス将校が戦ったという事実を思い出しました。ブリューネ
大尉ら４人は、幕府の御

おやとい

雇士官でしたが、フランス本国はすで
に幕府軍に肩入れすることを好まないことから、フランス軍を
脱走して榎本軍に参加したのです。ラスト・サムライのシーン
にもあったガットリング機関砲に事実圧倒されています。箱館
では、ブリューネらフランス士官は、負傷したニコールを助け
て降伏時の混乱にまぎれてフランス公使舘に駆け込みまし
た。まさに滅び行く幕府軍の義と武士道精神に共鳴して身を
挺
てい

して戦ったのです。それはサムライにフランスの騎士道精神
を見たと言えます。ブリューネは帰国後、脱走の罪で予備役に
回されましたが、プロシャ戦争が起こり師団長に、そして最後
には少将にまでなったそうです。 
　渡辺謙演じる「勝元」という侍は、明治天皇の教育役であっ
た山岡鉄舟のようでもあり、城山で自刃した西郷隆盛のようで

もありました。侍もインディアンのように滅びゆくものとして描
かれていましたが、名誉を重んじ恥を嫌う日本人の倫理観の
背骨ともいえるサムライ精神は、太平洋戦争敗北後も「恥の文
化」としてかすかに引き継がれてきました。 
　明治初年の廃

はい

仏
ぶつ

きしゃくに象徴される破壊は、バーミヤン遺
跡を爆破したアフガニスタンのタリバンや、中国の紅衛兵を笑
えないと作家の早乙女貢氏は指摘しています。トム・クルーズ
という当代きっての人気俳優によってサムライの魂に多くの人
の関心を集める機会を得たわけです。武士道を通して時代の
転換点であった明治維新を問い直してみることによって「今」
という時代も見えてくるはずです。
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「くしゃみ」でギックリ 腰痛でガックリ!

全国初! 東京の39市町村が共同事業スタート

137
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　よく市民の皆さんから「市長に休暇はあるのですか」と聞か
れます。そういう優しい人に会うと内心うれしくなりますが、休
暇という概念がそもそも無いのが市長職というものなのです。
ですから極端に言えば、市役所に出勤することが義務付けら
れているわけではないので、どこで仕事をしてもかまわないの
です（ただし、そのような首長はほとんどいませんが）。また、
一般の職員なら、休日に出勤すれば代休や休日出勤手当をい
ただくこともありますが、そのようなこともありません。
　市長が仕事上避けて通れないのが議会と集会と宴会と言
われています。議会は、ご存じのようにここで議決できなけれ
ば政策を進めることが出来ない最高の意志決定機関です。集
会は、直接民主主義的な手法が多く求められている昨今、市
民と対話する重要な機会です。また、宴会も意見交換や顔合
わせをする機会で、新年会、忘年会、総会後の懇親会もあり、
年間を通してかなりの回数になります。今年は1月5日から仕事
始めとなり新年会もスタートしましたが、その後も出初式や成
人式などが続き、また庁内では来年度の予算編成の会議もあ
り、一月中は休日が一日もありませんでした。
　2月4日の夕刻、ようやく来年度の予算案が決まりホッとして
帰宅しました。翌日、晴れ晴れした気分で出勤し「よーし今日
も頑張るぞ!」と気合を入れながら仕事を始めると、鼻がムズム

ズするのでいすに座ったままくしゃみをしたとたん、腰に鋭い
痛みが走りました。「まさかくしゃみでギックリ腰とは」と驚い
ても後のまつり。その日は午後から38市町村・一部事務組合
職員の退職手当の引き下げに向けての組合交渉があり、キャ
ンセルもできず、這

は

うようにして交渉の席に着きました。組合
役員からも同情を買う始末。
　1年半ぶりのギックリ腰にはガックリ。体から出る信号は素直
に受け止め、ギアチェンジすることを再認識しました。
　ちなみに、病気を予防し元気でいるための「健康日本21」の
目標は、正しい食事と運動、そして休養の実践です。

　東京都市長会には、市議会の常任委員会・特別委員会のよ
うに4つの部会と1つの特別部会があり、1人2つ以上の部会に
所属することになっています。また市長会では様 な々要望や東
京都等からの協議の申し入れがあり、その都度担当部会で議
論して結論を出し、全体会で承認をするという手続きがとられ
ています。最近は特に保健所の再編等をはじめ難しい問題を
長期にわたって議論する案件が増えています。今までは受身
的傾向が強かったとも言えることから13年度に共同で事業を
企画提案する機能を強めようと、政策調査特別部会を立ち上
げ「多摩地域におけるゴミゼロ社会をめざして・一般家庭ゴミ
有料化について（平成13年10月）」をはじめ、7本の政策提言
を行ってきました。そしていよいよ「実践する東京都市長会」
に脱皮をしていこうということになり、東京にある39市町村の
共同事業として「オール東京市町村共同事業実行本部」を昨
年12月に設立し、私が実行本部長を務めることになりました。
まず初めに、人通りの多い場所での歩きタバコの危険性や吸
い殻のポイ捨て対策として「喫煙マナーアップキャンペーン」
を本年4月から実施することとしました。23区の東京都区長会
も協賛団体となっており、東京の全自治体の運動として進めて
いきたいと思っています。迷惑喫煙に対しては都内では条例
で罰金を科している自治体もありますが、まずは市民一人ひと

りのモラルに訴える運動ならば共同で取り組めるということに
なったわけです。もちろん、この運動の成果を検証して、次に
必要な施策を検討することも確認されています。 
　稲城市では、すでに市民の手によって創られた「まちをきれ
いにする市民条例」があり、タバコや空き缶などのポイ捨てに
は2千円の罰金を科すことができることになっています。また
「放置自転車」対策や街中での「つきまとい」等も問題になっ
ており、共同で実践出来ることは積極的に取り入れていきたい
と思っています。今の予定では、4月17日（土曜日）から多摩地
区で一斉にキャンペーンを実施します。全国でも初めての試
みであり、市民・事業者等多くの参加を期待しています。
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「平然と車内で化粧する脳」とは…?

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」

139

140

　 文部科学省は、導入したばかりのゆとり教育の見直しを始
めているようです。また、45人学級から40人学級になり、更に
30人学級実現を求める運動も始まっています。そんな折、澤
口俊之北海道大学医学研究科教授と作家の南伸坊氏の「平
然と車内で化粧する脳」（扶桑社）というタイトルの対談集が
目に留まりました。
　澤口教授によると、ヒトは黒色人種（ネグロイド）と白色人種

（コーカソイド）から始まり、5万年前にコーカソイドから分か
れて黄色人種（モンゴロイド）が生まれ、別の進化の道をた
どったそうです。ヒトの進化の特徴は、生まれてから長い養育
期間を必要とすることや、好奇心や探究心をいつまでも引き
ずっている幼児的特徴にあるそうで、ネオテニーと呼ばれてい
ます。モンゴロイドは、ヒトの中でも最もネオテニーが進んでお
り、脳も一番大きいそうです。ですからモンゴロイドは大器晩
成型で、想像上の宇宙人の頭が大きく子供っぽいのと似てお
り、進化したヒトの姿と重なっているそうです。モンゴロイドの
5万年続いてきた子育て環境は、母性と父性に見守られ、多様
な人間関係に囲まれた集団の中で常識を学び成長するので
す。しかし戦後日本は、欧米をモデルとしたため、モンゴロイド
としての進化とは逆の方向に進んできました。核家族化と個室
化、地域社会の関係の希薄化です。コーカソイドは小さい子で

も個室向きで自立心が強い脳の構造になっているそうですが、
モンゴロイドは小学生ぐらいで個室を与えると、脳の前頭連合
野が発達しなくなるそうです。ですから「平然と車内で化粧す
る人」は、自分の内と外を区別する脳の発達が遅れているそう
です。恥を知るというのは、高度な脳の発達を必要とし、教育
やしつけが不可欠とのことです。
　脳の進化の研究で明らかにされつつあるのは、集団で行動
する私たちの傾向は恥ずべきことではなく、むしろ集団の中で
学び鍛えられてきたこと、ガキ大将が居なくなったのも偶然で
はなく、家庭、学校、地域社会の集団としての教育機能の低下
が危機的状況にあるということです。

　東京新聞記者で稲城を担当している上田千秋氏が、自ら望
んでイラク・サマーワに出張し、1カ月間の滞在で取材を終え
て先日帰国し、市役所を訪ねて来られました。こちらは、いつも
取材されるばかりなので、イラク情勢についてホットなこの機
会に逆取材させて頂きました。 
問　サマーワはどんな街でしたか。 
答　サマーワは人口10万人ほどの都市で、基本的に平穏で、
普段は銃声や爆発音が聞こえるというようなこともありません
でした。サマーワの中心部はアフガニスタンとは違い、水や
緑、食べ物も豊かで、道路等のインフラもかなり整っていて、
日本人旅行者にも時々会いました。街中では日本車を多く見か
けました。また、イラクは石油も多くあり、教育も行き届いてお
り、子供たちは子供らしく元気でした。 
問　自衛隊はどんな様子でしたか。 
答　 隊員皆さん元気でしっかりやっており、現地の人たちは

親日的で評価も高く、充実した日 を々送っているという様
子でした。食事等も不自由なく、私も殆んど痩

や

せることは
ありませんでした。 

問　 イラク滞在中、日本人の人質事件が起こりましたが、現地
ではどうでしたか。

答　現地では、発生直後の情報に驚き、まず3人の身の安全

を心配しました。また、帰国については3人と同じ飛行機にしま
したが、周囲は日本の外務省職員が固めており、報道陣は遠
ざけられ、異常とも言える厳戒態勢でした。結局取材はできま
せんでした。
問　今後のイラクは、どのような方向に進むと思いますか。
答　 かろうじて統一国家をフセインという重石によって保って

きたといえるのではないですか。アメリカの統治もうまくい
くようには思えず、部族や宗派の対立も根強くあり、一つ
の国家として統一していくのは極めて困難で、混乱が続く
ような気がします。

　できればまたイラクに行きたいと語る上田氏の記者魂と勇
気に、敬意を表するとともに、取材にお礼申し上げます。
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三位一体改革に思う!

改めて小泉総理訪朝の意味を問う
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　小泉首相が進める国庫補助金の削減と、地方交付税の削
減、そして地方への税財源の移譲を同時に進める、いわゆる三
位一体改革の実施について、この春地方から厳しい批判の声
があがりました。国と地方の財源比率は6対4ですが、実際の
支出は逆に4対6となっており、この歪みがひも付き補助金とい
われるもので、中央集権体制の源となっており、自由な地方の
自立を阻む要因と言われています。 
　今回、国から地方への補助金は1兆円削減され、地方交付
税等も2兆9千億円減額され、代わりに地方への税源移譲は6
千500億円にとどまり、合計で地方は前年と比べて3兆2千億
円の減収となってしまったというものです。稲城市でも3億6
千万円の減収となりました。特に都道府県では、予算が一時
組めないような事態となってしまいました。 
　国の一般会計予算額82兆円を単純にサラリーマンの家計
の収入を800万円と仮定すると、自分で稼いでくる給料は約
450万円で、借入金が350万円となります。使い方は長期の
ローンの返済に200万円、子供（地方）に150万円送金し、生
活費は450万円となり、残っているローンは給料の12年分の5
千500万円になります。一方、地方全体では、給料は550万円
で、借り入れが150万円、親（国）からの仕送りが150万円あ
り、合計で国とほぼ同じ850万円の収入となります。支出はロー

ン返済に150万円で生活費は700万円です。ローン残高は2
千万円で年収の4倍となります。ちなみに稲城市は、給料は
660万円、親から40万円の仕送りがあり、借り入れは100万円
で収入は800万円。ローン返済に100万円、生活費は700万円
で、ローン残高は600万円程となりますが、貯金も300万円
持っているということになります。 
　地方が求めている支出の6対4をまずは5対5にしていくこと
は当然のことと言えるでしょう。しかし一方で、国の450万円の
給料で800万円の生活は誰が見ても異常なことです。 
　麻生総務大臣から、8月20日までに地方は自ら国からの補助
金削減案を取りまとめるよう求められています。国も地方も財
政をスリム化し、ローン地
獄からの脱却が必要で、ま
さに正念場を迎えていると
言えます。

　今年の市長所信表明でも、北朝鮮の核開発問題はわが国
にとっての最大の脅威であり、拉致問題は国家としての主権の
侵害であると指摘しました。そんなことから今回の小泉総理大
臣の北朝鮮訪問について、私なりの見解を参院選挙などもあ
り遅くなりましたが、示しておきたいと思います。
　小泉総理に対しては、冷血・非情な人物であるような週刊
誌の見出しが目につきます。しかし今回の訪朝を見る限り、冷
血・非情どころか熱血・人情家の小泉総理像が浮かんできま
す。外交の常識として、相互主義による対等を原則とする暗
黙のルールがあります。ところが小泉総理は、拉致家族8人の
帰国問題が1年半以上にわたって進展しないことに業を煮や
したのか?外交ルールなどにかまうことなく、熱血総理として8
人を連れ帰るため単身北へ飛んだのです。その結果が5人の
みの帰国に止まっても、食料・医薬品の支援の約束や経済制
裁を行わない約束も、核や他の拉致被害者の交渉が進まなく
ても、この分かり易い行動によって国民の多くが評価したの
です。
　しかし、今回訪朝を総理が決定した時点で敗北は決定付け
られていました。金正日委員長に、交渉決裂で席を立つふりを
され、驚いた総理は袖をつかまざるを得ないぐらいのことは、
素人でも予測できます。なぜなら、日本のトップである総理が

行くということは、何の成果も無しには帰れないわけで、戦う前
から勝負はついていました。ジェンキンスさんと直接会い、「私
が保証するから安心して」と約束するほど熱かったにしても、
決定権を持たない本人との交渉に時間を割いてしまいました。
　拉致問題の本当の原因は、私たち日本人が国家主権を侵さ
れ、しかも30年近くその状態を放置してきたという平和ボケに
あります。好むと好まざるとにかかわらず、人は国家に所属す
ることで義務も負いますが、権利も保障されるのです。しかし、
拉致被害者は、国家にも、国民にも放置され続けたのです。で
すから、横田めぐみさんをはじめとする10人とも100人とも言わ
れる拉致被害者の権利の回復は、国家として国民としての私
たちに課せられた責務なのです。
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北欧の年金・福祉施策を視察する

ごみ指定袋制（有料）にご協力を!

143

144

　関東都県市町村職員共済組合理事長会の視察が7月にあ
り、山梨県都留市の小林市長を団長に、東京からは首長側を
代表して私と、職員組合側代表と事務局職員の3人が参加し
ました。現在東京都市町村職員共済組合は、組合員3万2千人
を数え、医療保険・年金事業を行っており、年金資金だけでも
4千200億円を超える運用をしておりますが、本格的な高齢化
を迎える今後、共済組合も多くの課題を抱えています。 
　視察は、6泊8日で、デンマーク・スウェーデン・フィンランド
の3カ国を回るというハードなものでした。3カ国とも自転車専
用道が整備され、ガードレールがなく、看板も規制され、街の
景観の維持に力を入れています。3カ国の福祉施策に共通し
て言えることは、所得税を50％近く負担し商品やサービスを購
入した時にかかる付加価値税（消費税）に若干の違いはありま
すが、最高で25％と、日本などに比べると極めて高く、高負
担・高福祉の国であるということです。スウェーデンでは、国民
総背番号制が早くから導入され、所得捕

ほ そ く

捉もしっかり行われ
ており、年金の負担は所得の18.5％と決められていますが、そ
のうちの2.5％分は、個人で資産運用する制度が99年の制度
改正後行われています。言わばこの2.5％分は個人のリスクで
株や国債、投資信託など自由に投資でき、その結果によって
年金が増減する仕組みとなっています。また年金の支給も物

価指数に連動するのではなく、国民の所得が減れば支給額も
減る方式となっています。なお、年金基金の運用では運用委
員会が設置されており、厳しい情報公開と失敗すれば責任を
取る制度となっているようです。
　スウェーデン王国は、ナチスやソ連の支配を受けることなく
独立を維持してきたという誇れる歴史があります。「所得税と
消費税等を合わせると上限75％を国に払うということは、国や
自治体に対する信頼がなければできない」と、ストックホルム
市の年金担当者は強調していました。稲城市で進める行政施
策も、行政と市民の信頼の歴史を日々積み重ねるという使命
を負っていることを、改めて認識する必要を痛感しました。

　 今日からごみを家庭から出す際の指定袋制（有料）がス
タートしました。
　稲城市民一人が一日に出す可燃・不燃ごみの量は、611グラ
ムで、全体で約56トンのごみが出されており、この処理を怠れ
ばごみが街にあふれ、市民生活が成り立たなくなることは明ら
かです。この56トンのごみは、市内にある多摩川衛生組合で
資源物を取り出したあと焼却処理され、その際最大で6千キロ
ワットの発電と市立病院への余熱の供給も行っています。ご
みは燃やされると灰と飛灰になり、灰は溶融施設でスラグ
（砂）化され道路などの路盤材としてリサイクルされていま
す。また飛灰は、セメントと混ぜ合わせ固化して、日の出町に
ある三多摩地域廃棄物広域処分組合の最終処分場に埋め立
てています。 
　今回指定袋制に踏み切った大きな要因として、最終処分場
の延命化が挙げられます。現在、処分場で建設を進めている
エコセメント施設が完成したとしても、未来永劫搬入できるわ
けではありません。最終処分場へのごみの搬入量を減らすこと
は、すべての自治体の責務です。また、稲城市民一人一日のご
み搬出量611グラムは、多摩地域26市の中で7番目に多くなっ
ています。今回指定袋制の導入によって約15％の減量を目標
としており、519グラムを達成したいと考えています。

　指定袋制導入の前にもっとPR活動をすべきと言う意見や、
一時的な効果しかなくすぐに元に戻ってしまう（リバウンド）
という意見もいただきました。しかし、PRだけではどうにもな
らないのが現実ですし、リバウンドも考慮しなければなりませ
んが、指定袋制導入前まで戻ってしまったという実例はありま
せん。
　一方で、生活保護世帯やおむつを使う世帯には、指定袋を
無料配布します。また、リサイクル推進のために紙や古布など
の収集回数を増やし、生ゴミ処理機の購入などにも補助をし
ていきたいと考えています。さらに、地域の資源回収団体への
助成金も増額していきます。
　ごみに対する姿勢が市民の自治意識を測る尺度とも言われ
ています。指定袋購入によって
得られた収入は、環境先進都
市稲城を実現していくための
貴重な財源として生かしてい
きます。指定袋制導入にご理
解とご協力をお願いします。
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稲城の住みやすさ 全国第5位!!

1700人参加 10年ぶりの総合防災訓練
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　9月10日（金曜日）の午後7時から、フジテレビで「ニッポン
列島緊急特番　ザ,ふるさとランキング格付け発表スペシャ
ル」が放映されました。この番組は、東洋経済新報社の出版し
た都市データパックを基礎資料として、「快適な街」「安心な
街」「便利な街」「リッチな街」「良い家度」の5つの部門に分
け、696市を比較して格付けするというものです。
　稲城市は「快適な街」として紹介され、全国第5位に格付け
されました。緑が多く、特産の梨「稲城」が都内の高級青果店
で売られており、一般には流通していないことから「幻の梨」と
言われていることや、人口増加率が全国で8番目に多いことな
どが紹介されました。この部門の全国1位は北広島市（北海
道）で、札幌に近く人口も増えており、ヨーロッパ調の街並み
が形成されていることが評価されました。番組では過疎化し
ていく自治体の評価は厳しく、人口が増え財政も豊かな自治体
が高い傾向にありました。
　こういった自治体の「評価」は、財政面、福祉面、暮らしや
すさなど様々な角度から今後ますます盛んになり、自治体に
とっても重要な指標になっていくものと思います。
　去る9月議会で大変重要な議案が可決されました。PFI方式

（民間の資金やノウハウを活用した事業方式）による図書館建
設です。東京では初めてになり、全国でも2例目になります。今

まで公共施設を建設する際は、市民からの要望等を受け予算
を確保し、建物のコストを安く良い物にしていくために大いに
努力してきました。しかし、出来上がった施設はどれだけの維
持管理費がかかり、どの位の利用目標を立て、費用対効果を
評価する、という視点が弱かったのは事実です。
　今回のPFI方式では、図書館の建設費だけでなく、20年間
の運営費やサービスの目標等も明らかにして、それらを監視・
測定・評価するシステムも組み込まれています。従来方式で
行政が直接事業を行うと約55億円かかるところを約40億円で
契約できました。毎年2億円ほどで約4,400平方メートルの施
設が345日開館できるわけで、年間経費は大きめの保育園1園
分程度に当たります。もちろんサービスもアップします。平成
18年7月オープンですが、こちらの格付けも期待していただき
たいと思います。

　11月7日（日曜日）、10年ぶりの稲城市主催の総合防災訓練
を実施しました（この間は、自主防災組織の訓練を中心に力を
注いできました）。ちょうど新潟県中越地震が起こった直後
だったこともあって市民の関心も高く、1千700人以上の参加と
なりました。 
　今回の防災訓練には、東京都では初めて自衛隊と米空軍横
田基地の消防隊が参加しました。このことで思い起こされるの
が阪神淡路大震災です。 兵庫県の自衛隊への出動要請が遅
れたため、救われる命や財産が灰

かいじん

燼に帰したという苦い経験
があるわけです。新潟県中越地震では、自衛隊は大いに活躍
し、稲城市から派遣した消防隊員らも一緒に人命救助に携
わったという報告も得ており、地元でも高く評価されていま
す。また米軍とは、1995年に稲城市消防本部と横田の消防隊
と相互応援協定を結んでおり、災害時には互いに助け合うこと
が確認されています。すでに市内の米軍管理の多摩サービス
補助施設内（約150ヘクタール）の山林火災や救急出動は稲
城市の消防隊が対応しているという実態にあります。新潟県中
越地震では、米軍が横田基地から初めて物資の支援を行った
という実績もあります。 
　今回の総合防災訓練は、阪神淡路大震災級の、マグニ
チュード7.2を想定しての訓練であり、稲城市の持てる総力を

結集して行いました。また、稲城市民によって自主的に組織さ
れた36の自治会や管理組合を中心とした自主防災組織と、32
の機関が参加しました。特に警視庁のへリコプターも飛来し、
大規模な訓練となりました。また新潟県に出動した救助隊隊
長の、臨場感溢れる現地報告もありました。
　「地震が発生したら最初の3分間は日頃からの備えと自分の
力で対応する「自助」が、そして地震発生から3時間までは自
主防災組織や地域の対応力といえる「共助」が、3日目（72時
間）は人が生きられる限界に対応する「公助」が求められま
す。30年以内にマグニチュード7クラスの地震が南関東で起き
る確率は70％以上で、この「3つ」の対応を心に刻み、大震災
に備えていただきたい」と私から参加された市民の方 に々訴え
させていただきました。
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2004年稲城10大ニュース

元日・国立競技場でヴェルディ優勝に酔う
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　私にとっての2004年は、東京都市区長会の会長を務める事
になった関係で、今まで以上に忙しい年となりました。特に全
国市長会の社会文教委員会副委員長として全国市長会を代
表し、環境省の中央環境審議会リサイクル部会の容器包装リ
サイクル法の見直し審議にも参加しました。
　それでは、2004年稲城10大ニュースを発表します。
1　�10月から家庭ごみ指定収集袋制（有料）を導入し、前年
同月比24％のごみ量の削減となる。

2　�10年ぶりに市総合防災訓練を実施し、自衛隊、米空軍横
田消防隊、警視庁航空隊をはじめ1千700人の市民が参
加する。また、新潟県中越地震災害地に稲城市消防本部
レスキュー隊を派遣する。

3　�北緑地公園（大丸）内に新しい市民プールがオープンす
る。また、テニス場と防災機能を備えた若葉台公園も完
成する。

4　�市立病院内に患者の権利を擁護し、苦情・相談等に対応
する公立病院としては全国初のアドボカシー相談室が
オープンする。

5　�平尾地域で計画より一年早く下水道の供用が始まる。ま
た、旧第八小学校施設が「ふれんど平尾」と命名され市
民利用が始まる。

6　�市ホームページで多摩地区では初めて音声サービスな
どのバリアフリー化を始める。また、防犯メールサービ
スも防災と合わせて実施する。

7　�子育て支援事業として乳幼児医療費の無料化を2歳未
満児まで拡大する。

8　�市議会本会議が市役所ロビーのテレビで見られるよう
になる。

9　�市立中央図書館を東京では初めて民間のノウハウを活
用したPFI方式で実現することが決定する。

10　�東洋経済新報社の統計では全国704市の中で、5年間
のデータに基づく自治体の成長力ランキングで稲城
市が8位となる。（東京都で20位以内は稲城市のみで
した）

　今年は、仕事をこなすので
はなく、市民満足度を少しでも
高めるために不断の努力をす
ることを職員の行動目標としま
した。

　今まで私の元旦の過ごし方は、近所にある天満神社（坂
浜）の元旦祭に8時に出席し、年によっては墓参りに行くぐらい
で、家の中で静かに過ごしていました。ですから元日から電車
に乗って国立競技場に行くのは初めてのことになりました。試
合開始の午後1時30分の1時間程前に競技場に着きましたが、
ヴェルディの妹分の日テレ・ベレーザが天皇杯の前に行われ
た全日本女子サッカー選手権大会で、優勝したばかりというこ
ともあって、席は7割方埋まっており、熱気に包まれていまし
た。市民が寄贈したヴェルディ応援のビッグ・フラッグが、5万
人以上入ったスタジアムで披露され、試合が開始されました。
　スタジアムの中程にある来賓席とは違い、サポーター席での
応援は、試合の前半は攻撃、後半は一方的な守りという展開も
あって、寒さを感じることなく、熱く楽しく選手との連帯を味わ
うことができました。こたつの中では味わえないスポーツ観戦
の臨場感は、生ならではのものであることを再認識しました。
エジムンドやエムボマといったエースストライカーはいません
が、若手の成長著しく、2対1で第84回天皇杯優勝を果たしま
した。夕方からは日本テレビ本社で行われた祝勝会にも、出席
させていただきました。2001年に川崎から心機一転東京に拠
点を移し、稲城市をホームタウンとして活動を始めた時の目標
が、三大タイトルの一つを獲得することでした。昨年からは、

多摩市、日野市もヴェルディに資本参加したばかりということ
もあり、すばらしい滑り出しの年となりました。
　プロ野球の再編に伴い北海道や、九州、名古屋圏などに続
き東北も楽天という新しい地元球団を持つことになりました。
「なぜ稲城市はヴェルディを応援するのですか?」と問われる
ことがあります。それに対する私の答えは、「稲城市にヴェル
ディがあるからです。自分の身近にあるものを応援すること
は、自分の家族や故郷を思う気持ちと同じではないですか。理
屈ではなく自然な心ですよ」と答えています。
　地方主権の時代をつくることと、ホームチームを持つことと、
家族や故郷を大切にする心を育てることは共通しているのか
もしれません。
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ゲバラの青春を描いた映画を観る

炎の指揮者 小林研一郎氏のコンサートに感動
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　「かわいい子には旅を させろ」という諺
ことわざ

は、多くの真実を含
んでいます。キューバのカストロの盟友でもあった、南米の革
命家チェ・ゲバラの青春時代を描いた映画「ザ・モーターサイ
クル・ダイアリーズ」を観てきました。1952年、医学生だった
チェ・ゲバラが友人と二人でオートバイにまたがり、アルゼン
チンからペルーまでの南米大陸6,400キロを縦断するというス
トーリーです。旅先で様々な人に出会い、トラブルにも巻き込
まれ失恋もしました。南米大陸の民族、貧困、差別などに向き
合い懸命に生きている人 に々深い同情と愛を深め、大人に成
長していきます。この映画の製作・総監督は、監督作品も多い
ハリウッドの名優ロバート・レッドフォードで、いわゆる革命や
思想を描いた映画にはしたくなかったそうです。
　映画を観ながら思ったのは、私自身の「青春の旅立ち」につ
いてでした。1980年春、20歳代になんとしてでも海外一人旅
に挑戦してみたいと、勤めていた会社を辞め、空手着とリュッ
ク一つを担いでロサンゼルスを出発点としてアメリカ、メキシ
コ一人旅をオートバイではなくグレイハウンドバスで敢行しま
した。グランド・キャニオン、ヨセミテ・ナショナルパークと周
り、サンフランシスコに入り一気に大陸を横断し、約1カ月半か
けてニューヨークに着きました。当初言葉もわからず危険で孤
独な旅を予想していましたが、どこに行っても話しかれられる

人懐っこさは、日本の旅では得られないものでした。ニュー
ヨークでは空手道場に住まわせてもらい、朝から晩まで空手漬
けの生活を楽しみました。その後、メキシコシティからカンクン
までバスで旅しました。途中高原の町オアハカでは街で声を
かけられ、そのまま1カ月ほどホセという空手家に、言葉が通じ
なくても、住まわせてもらう体験もしました。
　人は大人になる通過儀礼が必要です。イスラエルでは兵役
の後、必ず若者は1、2年かけて世界を旅します。外から日本を
見ることで、初めて日本人であることを本気で自覚出来たこと
を、ゲバラの映画を観ながら思い出していました。

　この度稲城市の平和コンサートに、東京芸術大学教授でハ
ンガリー国立フィル・日本フィルの常任指揮者として、まさに
世界を舞台に活躍している炎の指揮者小林研一郎氏と、声楽
家で妹の一ノ関佑子さんのミニコンサートが実現しました。稲
城市の姉妹都市である女満別町は、「花と音楽のまち」を街づ
くりの目標に掲げ、平成14年まで20回にわたりオホーツク音楽
セミナーを開催し、小林氏が「指揮法」の指導をするという縁
もありました。
　小林氏は、9歳の頃初めてクラシック音楽を聴いた時、涙が
止まらなくなるほど全身に感動を覚えたそうです。そして天啓
のごとく自分は美しい音楽を創る作曲家になることを決意した
そうです。教育者だった父親は音楽に接することを厳しく禁
じ、五線譜を破られたり、井戸に吊るされたりもしたそうです。
しかし音楽への想いは止みがたく、真夜中に月明かりで楽譜を
書いたり、学校にもぐりこんで一人暗闇でピアノを弾いたりし
たそうです（親に禁じられたことがかえって音楽への情熱を強
くしたそうです）。親も抗しきれず、大学は東京芸大の作曲科
に入りました。卒業後もう一度芸大の指揮科に入り直したた
め、卒業時は既に29歳となっており、新人指揮者としては限界
に近いところからのスタートとなりました。1974年34歳の時、ラ
ストチャンスと思って挑んだブダペスト国際指揮者コンクール

で、優勝したのが世に出るきっかけとなりました。このコンテス
トも実は締め切りを過ぎてからの申し込みで、1カ月足らずで
60曲覚えねばならない厳しいものだったそうです。妹さんの一
ノ関さんは、「両親が教員で忙しかったので、兄がよく物語を
聞かせてくれて、優しい人でした」とお話されましたが、小林
氏は話も魅力的で、妹さんの歌唱とお兄さんのピアノのデュ
エットも聞かせていただき、平和への祈りをささげながら、音
楽と語らいの2時間はあっという間に過ぎていきました。
　実は、稲城の若葉台小学校と第六中学校の校歌は小林先
生に作曲していただきました。「若葉台駅前の新文化センター
のホールがオープンする時は小林先生と日本フィルをぜひ、お
招きしたい」と強く思いました。
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本格的な論戦に 容器包装リサイクル法改正!

職員厚遇問題について

151

152

　平成7年の容器包装リサイクル法の成立以降、リサイクルは
進みましたが、プラスチック容器を中心に排出されるごみ量は
むしろ増えており、大量生産、大量消費、大量リサイクルと
なってしまったのが実態です。ごみ問題の優先順位は、リ
デュース（発生抑制）・リユース（再利用）・リサイクル（再生
利用）の3Rであり、これらの歪みを正すことを含めて、平成18
年容器包装リサイクル法改正のための本格的論戦が始まって
います。その主戦場は、環境省の主宰する中央環境審議会廃
棄物・リサイクル専門部会であり、全国市長会を代表して私も
昨夏より参加しています。各業界の生の声を聞くヒアリングを
集中的に行い、いよいよ今年、意見の取りまとめに入りました。
審議会委員は37人で、大学や研究所の環境関係などの学
者、飲料・容器メーカーなどの製造業者、スーパーなど流通販
売業者、リサイクル業者、地方自治体、リサイクル活動などを
進める市民団体に大別されます。 
　現在我が国全体で自治体がごみ処理に費やしている年間
費用は国民一人約2万円、2兆6千億円と言われています。その
うちリサイクルに使っている金額が3千億円となります。収集、
選別、保管が自治体の責務となっていますが、リサイクルを進
めれば進めるほどコストがかかる「リサイクル貧乏」の状態と
なっています。廃棄物の回収を事業者に義務付けるなど市区

町村と事業者の役割を見直すことが求められており、いわゆる
ヨーロッパ等では当然のこととなっている拡大生産者責任をど
こまで広げることができるかということです。もう一つは、ビー
ルびんや一升びんなどのリユース（再利用）が、リターナブル
びんとして定着していたにもかかわらず、容器包装リサイクル
法施行以降多様な容器が解禁されたことにより、急速にだめ
になってしまったことです。リターナブルびんは、手間はかかり
ますが環境負荷が小さくリユースを守り、育成して行く必要が
あります。 
　今回の法改正の中で前記の2点がどこまで具体化できるか
が焦点です。特に3R運動を進めている市民団体と連携しなが
ら、頑張ります。

　大阪市のヤミ給与やスーツ支給をきっかけに個人旅行に総
額1億円を超える助成をしていた渋谷区など、全国で公務員の
厚遇問題が明らかにされつつあります。そこで稲城市の職員
処遇の現状を、大阪市等と比較してみたいと思います。 
① ヤミ給与問題　大阪市には条例や規則にない5種類の特別

昇給制度がありました。本市では成績特別昇給、昇任昇格
時昇給、永年勤続特別昇給の3種類がありますが、国基準
より厳しく運用しています。また、永年勤続特別昇給を25年
勤続者に実施していますが、現在廃止に向けて組合と協議
中です。

② イージーオーダースーツ支給問題　大阪市は3万円のスー
ツを実質支給していることが判明。本市では9千円程度の既
製事務服を貸与するのみ。 

③ カラ残業問題　残業実態が無いのに時間外勤務手当を支
給していることが大阪市で判明。本市では専任当直員が確
認する仕組みとなっており、カラ残業が発生しない方法を
とっている。 

④ 土日出勤手当問題　大阪市や東京都では正規の勤務が土
日であっても土日出勤手当が上乗せされていた。本市では
文化センター、図書館、消防、病院など土日出勤を常態と
する職場もあるが、手当等は支給せず、別の日を週休日と

している。 
⑤ 徒歩通勤者の通勤手当問題　全国274の市町村で徒歩で

も通勤手当を支給している。本市では支給していない。ま
た、通勤定期も割安の6カ月を単位として支給している。

⑥ 職員互助会への公費負担問題　大阪市では互助会を通じ
て多額のヤミ退職金等が支給されていたことが発覚。本市
の互助会補助金は職員一人当たり年額1万6千800円で、26
市の中では4番目に低い額となっている。

⑦ 特殊勤務手当問題　本市では平成7年に都基準を基本と
するよう改め、一般職では11種類となっている（都は15
種類）。 

　稲城市の職員処遇はおおむね常識の範囲内であると判断し
ていますが、職員互助会の助成
などで現金支給的なものは改め
るなど、社会経済状況の変化を
にらみながら、より透明度を高
め、正すべきものをしっかりと正
していきたいと思います。
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JR西日本 脱線事故に思う

教育問題を国会議員と熱く語る!

153

154

　107人の死者と459人に及ぶ重軽傷者を出した4月25日（月
曜日）午前9時18分頃に発生したJR西日本福知山線の脱線事
故は、鉄道事故としては史上4番目の大惨事となりました。事
故そのものの原因究明は今後も続いていくことですが、この事
故の発生後の対応等は、私たち自治体として対岸の火事では
なく、自らの教訓としていくことが必要と思います。
（1）今回事故を起こした23歳の運転手は、運転経験の不足に
加え、焦り、重圧、過信等複雑な心理状態であったことが指摘
されています。しかしこの段階に至る前に、運転手の適性に欠
けていたことは明らかだったと思います。この運転手を運転業
務から外さなかった会社や現場の判断が問われても仕方が無
いのではないか。人事上の適材適所。・・・安全にかかわること
は躊躇（ちゅうちょ）無く決断することが求められるといえるで
しょう。 
（2）脱線車両に出勤途上の二人のJR職員が乗り合わせてい
ました。しかし事故発生直後職場の直接の上司に連絡を取
り、通常勤務地にそのまま出勤してしまったことが明らかにな
りました。しかし現場では、近くの民間工場である「日本スピン
ドル製造」は、工場の操業を停止し、100人以上の社員が救出
救助作業に駆けつけ、さらに多くの市民も協力しました。また
消防・警察・医療関係者のみならず阪神淡路大震災の教訓も

あり、兵庫県知事が自衛隊の出動も要請しています。・・・危機
管理の基本である「現場のニーズを最優先する」という判断
が全く二人の職員にもその上司にも見られず、縦割りの弊害
がもろに現れてしまいました。 
（3）4月25日事故当日にはボーリング大会、懇親会、ゴルフ大
会等の社員親睦行事が行われており国会議員まで参加してい
ることが明らかに。…森前総理の愛媛丸事故の際のゴルフの
ように、関係者には大事故や大事件の際の身の処し方として
緊張感と素早い対処が求められています。傍観者的態度は、
厳に戒めなければなりません。 
　鉄道に限らずスピードを高めることによる危険の増大は、現
代文明が内包している一種の宿痾（しゅくあ）と言えるかも知
れません。安全は、効率やスピードより上位の価値であること
を改めて明確にする必要があるで
しょう。 
注意：宿痾　久しく治らない病気 

　日本青年会議所東京ブロック協議会の稲城大会が、駒澤
学園を会場にして開催されました。メインフォーラムを「漂流
日本　今こそ自己決定の時!」と題して前防衛庁長官の石破茂
衆議院議員と外務副大臣の逢沢一郎衆議院議員が出席して
行われました。またそれに先立ち、「東京教育提言!地方にもっ
とやらせろ!」と銘打って文部科学大臣政務官下村博文衆議
院議員、山谷えり子参議員議員、中央教育審議会委員を務め
ている土屋正忠武蔵野市長、そして地元市長として私が参加
して、各 の々教育論を語りました。 
　下村政務官からは、イギリスの教育界は、経済同様戦後衰
退の一途をたどっていたと。荒廃したイギリスの教育を立て直
すためにサッチャー改革が断行され、予算は国が負担し、まず
自国に誇りと希望が持てる教科書に代え、様々な規制を取り
払い地方分権化を進めることを基本としました。また、保護者
が積極的に教育に参加し、校長や教員そして学校も評価し、
学校の競争力を高めることでイギリスの教育は再生したとのこ
とです。 
　山谷議員も、イギリスの学校でご自身が教育を受けられた
経験を持ち、イギリスではキリスト教を中心にして多文化・多
宗教理解のため、世界6大宗教をしっかりと教えているとのこ
とでした。生命への畏

い け い

敬の念や高い道徳観や魂の醸成のため

には、宗教教育は欠かせないと。しかし日本では、一貫して宗
教を排除する方向に向かってきたとの指摘がありました。 
　土屋武蔵野市長は、総合的学習を活用して、今の子供に欠
けている体験学習をセカンドスクールとして先進的に行って
きたと。6泊7日で家族から離れ、自然の中で暮らすことで子供
たちがみるみる逞

たくま

しくなっているとの報告をいただきました。 
　私は、国は最低基準を設定し、財源も権限も地方に移譲し、
地方の自己決定、自己責任のもと地域の特性と知恵を生かし
た教育の分権化が必要であると訴えました。地方に任せると
教育の予算を別の事業に使ってしまうなどということはありえ
ないと。また稲城でも3日間の職場体験に続き、来年から4泊5
日の自然体験学習を始める予定になっていると。 
　議論を通じて、日本の教育
制度もいよいよ大きな変革の時
を迎えていることを再認識しま
した。
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新宿コマ劇場でロックミュージカルを観る

岩倉使節団「米欧回覧実記」から現代を問う

155

156

　音楽ほど世代や年代によって、趣味・好みが違うものも無い
のではないかと思います。特に最近は多様化が進み、いわゆる
大ヒット曲がなかなか生まれにくくなってきているようです。 
　私が中学校に入ったのが1965年で、60年代70年代は、
ビートルズ、ローリングストーンズ、モンキーズ、ドアーズ等
が活躍しロックの草創期にあたりました。輝ける才能が百

ひゃっか

花
繚
りょうらん

乱し、社会への反抗や主張を音に込めて、ロックと共に成
長してきた世代と言えるかもしれません。その中でクイーン
は、80年代に入ってブレークしたバンドであり、ロックの爛

らんじゅく

熟
期に颯

さっそう

爽と登場しました。私自身がクイーンに興味を持つよう
になったのは、幅広い音楽性はもちろんのこと、20年程前ク
イーンのボーカリストのフレディー・マーキュリーが来日した
折り、劇団四季のミュージカル「キャッツ」の楽屋にいるとこ
ろを偶然テレビで観たことがきっかけとなりました。ご存じの
ようにフレディーはその後エイズで亡くなり、エルトン・ジョン
やガンズ・アンド・ローゼズ、デビット・ボーイ等のクイーンと
親交の深かったミュージシャンとブライアン・メイを始めとす
るクイーンのメンバーとの追悼コンサートが行われ、私もビデ
オを擦り切れるほど観たものでした。 
　高校時代の友人が、改装されたばかりの新宿コマ劇場に掛
かっているクイーンのミュージカルのチケットを取ってくれた

ので、平日の夜、ロックにあまり似つかわしくない新宿歌舞伎
町に出かけて行きました。ロックミュージカル「ウィー・ウィル・
ロック・ユー」の客層は、若い女性から団塊の世代あたりまで
と幅広く、男性も意外と多かったように思いました。映像も駆
使した舞台づくりとなっており、プレスリーに始まり、ジョン・レ
ノン、ジャニス・ジョプリン、ジミ・ヘンドリクス、ブライアン・
ジョーンズら、そして日本から尾崎豊、ヒデと、ロックを支えた
今は亡きミュージシャンたちの写真が映しだされた時は、思わ
ず目頭を熱くしてしまいました。
　ロックミュージカルによって瞬間的かも知れませんが、若
かった頃の気持ちに戻り、新しいエネルギーをもらえたような
気がした夜でした。ジャ
ジャ・ジャーン…。

　今から134年前の明治4年（1871年）、明治維新の元勲、右
大臣岩倉具視を特命全権大使とし、大久保利通、木戸孝允、
伊藤博文らと、まだ8歳になったばかりの津田梅をはじめとす
る留学生を含め、100人を超える一行が横浜港を出帆しまし
た。当初9カ月程の旅程でしたが、635日に及ぶ米国・欧州へ
の旅となりました。
　明治新政府が出来たばかりの内外不安定な時期に、新政府
の中心メンバーが2年近くにわたって国を留守にしてまで果た
そうとした旅の目的は三つありました。一つは、すでに14カ国と
修好通商条約を結んでおり、条約国に新政府の承認のための
挨拶の必要があったこと。二つ目は、不平等条約の解消を図り
たかったこと（ただし、米国滞在の途中で断念）。三つ目は、日
本の近代化のモデルを求めたことです。最初に海外視察のア
イデアを出したのは、佐賀藩お雇いのオランダ系米国人のフル
ベッキが大隈重信に進言したのがきっかけと言われています。
　米欧回覧実記は全5巻の大著で、公式訪問した12カ国の政
治、経済、社会、軍事を中心に、訪問した自治体は100、工場
は150を超え、技術説明に始まり上下水道、交通、公園、道
路、博物館、動物園、学校等 あ々りとあらゆることを書き記した
見聞録となっています。佐賀藩の久米邦武が帰国後の1878年
に刊行したもので、総じて40年の遅れをどのように取り戻し、

米欧と肩を並べられるようになるのかという明治人の熱い思い
がほとばしっています。しかも久米は、「西欧は利の国、東洋は
徳の国」と言っているように、すべて欧米が優れていると断じ
ているわけではありません。また、この回覧実記は、海外の歴
史家にとっても19世紀後半の世相を知る貴重な資料として評
価されています。
　このたび回覧実記の現代語訳が、水澤周氏らによって慶応
義塾大学出版会から発刊されました。水澤氏は町田市民でも
あることから、東京都市長会の今夏の研修会で講演をしてい
ただきました。
　今、我が国の行くべき道筋が見えなくなっています。訳者の
水澤氏は、「アイデンティティーとは、志とか心意気と訳すべき
です。明治人の志は高かった
のです」と。この高い志が現代
に最も欠けているように私には
思えてなりません。
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広域処分組合の管理者に

これからの国際交流を考える

157

158

　9月に行われた衆議院議員選挙に、土屋正忠・前武蔵野市
長が急きょ立候補したことから、空席になっていた東京都三多
摩地域廃棄物広域処分組合の管理者（代表）に私が、10月18
日に開かれた理事会（25市1町の首長で構成）で選出されまし
た。都市長会の会長との兼務は荷が重いのですが、ゴミ最終
処分場延命のためのエコセメント施設の稼動を目前に控えて
いることで決断しました。
　三多摩地域廃棄物広域処分組合が管理運営する日の出町
にあるゴミの最終処分場は、稲城市民のみならず三多摩地域
390万余の都民が日々生活をしていくためには、欠かせない施
設となっています。最初の谷戸沢処分場は、昭和59年から各
市のゴミの焼却灰や不燃物を22ヘクタールの敷地に14年間
で、260万立方メートル埋め立て、すでに埋め立ては終了して
おります。今は、安全に管理を行っています。
　平成10年からは新たに二ッ塚処分場の埋め立てが始まって
おり、全体埋め立て容量370万立方メートルの39％がすでに
埋め立てられております。
　一方、来年4月に稼動を目指しているエコセメント施設は、
中間処理施設で焼却された灰をセメントの原料にしようとする
もので、セメント製造過程で発生する銅、亜鉛、鉛などの重金
属類もリサイクルできるという画期的なものです。（セメントは

1日最大520トン生産可能）
　このプラントの建設費に278億円を投入し、完成後は、毎年
27億7千万円の維持管理費を必要としますが、平成24年度ご
ろで満杯となってしまう、最終処分場を延命化させることがで
きます。また多摩川衛生組合傘下の稲城市と狛江市では、す
でに不燃物の最終処分場への持ち込みはなく、エコセメントの
原料になる飛灰のみです。他の自治体もこれに続けば、第三の
処分場の必要性がなくなる可能性も出てきます。
　多摩地域の16年度のリサイクル率は、すでに27.7％で全国
平均と比べても、抜きんでていますが、エコセメント施設が完
成しても、ゴミ減量・リサイクルの推進の方針は変わりません。
お世話になっている日の出町民の皆さんに感謝の気持ちを忘
れることなく、全力で職責を果
たしたいと思います。

　今年のI（あい）のまちいなぎ市民祭に、中国の稲城県から
二人の方に参加していただきました。ちょうど10年前、稲城市
と同じ名前を持つ所が地球上にあることを発見した市民が、中
華人民共和国四川省甘孜蔵族自治州稲城県を訪問したこと
が、交流のきっかけになりました。訪問当初は四川省州都の成
都から車に乗って一週間近くもかかり、道も降雨などで寸断さ
れている所もあったようです。その後、稲城市側では稲城国際
交流の会の皆さんが主体となり、相互の訪問が続いてきまし
た。今では、成都からの道路整備も進み、車で2日ほどで行け
るようになり、マツタケの産地としても注目を集めています。今
回代表者から、良い温泉があることやユネスコの「人と生物圏
保存地区」に指定された風

ふ う こ う め い び

光明媚な観光地としての開発と、
交易を盛んにするための交流の申し入れがありました。稲城市
の最高地点は162メートルですが、稲城県の県庁所在地は海
抜3千700メートルで、最高峰は6千メートルを超え、面積は宮
城県ほど、人口は約2万9千人で、年平均気温は4度と低く、チ
ベット族の地で全く環境が違い政治体制も異なりますが、「稲
城」と言う縁は大事にしたいと思います。まずは国際交流の会
の皆さんを中心に、今後の方向を検討していただく旨をお伝え
しました。
　一方、玉川大学と稲城市の教育交流がきっかけとなり、アメ

リカのオレゴン州ユージン市にあるユージン学園と本市の教育
委員会との交流が始まり、来年は15人ほどの子供たちを稲城
に迎える話が進んでいます。ユージン学園は日本語教育に力
を入れているそうで、学園のモリ先生には先月表敬訪問いた
だきました。また、稲城市民の方がアーカンソー州のフェイ
エットビル市の大学で教

きょうべん

鞭をとっていたことがきっかけで、昨
年日本を訪れたローラさんというアーカンソー州立大学の学生
さんを通じ、フェイエットビル市長から姉妹都市を結んで交流
しましょうとの親書もいただいています。
　稲城市は北海道の女満別町と唯一姉妹都市を結んでいま
すが、その際の基本は「市民主体」でした。締結から14年が過
ぎましたが、着実に交流が熟しています。国際交流もこれを基
本に、形よりも継続できる中身を創っていくことに、力を傾けた
いと思っています。
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No.159

広報いなぎ
平成18年2月1日号掲載

No.160

2005年稲城10大ニュース

耐震強度偽装マンション問題について

159

160

　昨年6月から全国市長会の社会文教委員長を務めることに
なったことから、三位一体改革に今まで以上にかかわってきま
した。地方分権社会に向けた決着の内容は、満足のいくもので
はありませんでしたが、それでも小泉総理だからこそ成し得た
ことと言えます。我が国の政治制度の中で、省益の壁の厚さを
実感しました。また環境省の中央環境審議会廃棄物・リサイク
ル部会で、審議委員として答申に向け激しい議論を闘わせま
したが、ここでも同じことを強く感じました。 
　さて、それでは2005年稲城10大ニュースを発表します。 
1　�JR南武線立体交差事業1期工事が完成し、8つの踏切が
無くなり78年ぶりに南北分断が解消する。�

2　�3月に地域振興プラザが完成。4月から商工会館もオー
プンし、新しい市民活動の拠点となる。�

3　�平成16年度の決算で、自治体としては全国初の導入と
なる自動電話催告システムの活用などにより、現年の市
税収納率が99.2％となり、多摩26市の中で1位となる。�

4　�稲城駅北口ビルに定員27人の認証保育所がオープン。
18年1月から病後児保育もスタート。�

5　�北緑地公園のスーパー堤防事業が完成し、スケートボー
ド、BMXやバスケットボールが楽しめる多摩梨（たま
り）パークがオープンし、多くの若者の利用が始まる。

6　�安全安心まちづくり推進協議会が設立され、防犯パト
ロール車の貸し出しや防犯グッズの支給も行い、市民に
よる自主的な防犯パトロールが始まる。�

7　�若葉台駅前に業務系のビルが2棟完成し、普通郵便局や
クリニックがオープンする。

8　�第35回東京都消防操法大会消防ポンプ車部門におい
て、南多摩を代表して出場した稲城市消防団第一分団
（矢野口）が見事初優勝を果たす。�

9　�元旦の天皇杯で優勝し、スーパーカップでも優勝して日
本一となった東京ヴェルディ1969がJ1からJ2に転落
する。�

10　�耐震強度偽装マンションが市内にあることがわかり、
12月16日に退去命令が出され住民支援の対応に追わ
れる。�

　今、18年度の予算編成
の真っ最中です。頑張り
ます!

　大みそかの読売新聞の朝刊一面に「耐震偽装マンション公
費支援を拒否・稲城市法的根拠ない」との見出しの記事が掲
載されました。テレビインタビューの放映やラジオ放送、続い
て元日には全国紙の記事を、多くの皆さんがご覧になったかと
思います。インターネットでは全国から50件近くのメールをい
ただきました。 
　市内にある分譲マンション「グランドステージ稲城」（24
戸）で、姉歯秀次・元一級建築士による構造設計の偽装が行
われ、耐震強度基準の33％しかない建物であることが明らか
になってから、マンション住民に対して市は固定資産税や都
市計画税の減免をいち早く決定しました。また、マンション住
民が引っ越しする際に出る荷物を一時的に預かることや、粗大
ゴミ等の処理費用の減免も速やかに実施し、都の退去命令に
対し、一日でも早く転居できるように努めてまいりました。そし
て、これらを行うため、それぞれの条例の規定に照らし合わせ
て進めてきました。
　今回の事件のポイントは、マンションの設計を偽装し、建築
確認を出したイーホームズという民間の検査機関が偽装を見
抜けなかったことと、結果的な建築確認上の責任を負うことと
されている「特定行政庁」は東京都であることです（今回、問
題が生じたマンションなどでは解体・再建などが必要ですが、

このマンションなどが所在する市区で建築確認などの事務を
行う特定行政庁になっていないのは稲城市だけです）。
　物事には原因と結果があるわけですが、原因にも結果にも
稲城市は一切関与しておらず、法的にも道義的にも責任はあ
りません。もちろん市民の安全や生活を守る責務は当然です
ので、現状でできる支援策を実施してきております。
　しかし、行政施策として公費を投入するには、法律や条例
上の根拠が必要になります。それが、人治ではなく法の下の平
等を基本とする法治国家の原則といえます。稲城市としては、
国が今回の問題に適用できるスキーム（手立て）を特別措置
法としてつくるのであれば、速やかに対応することを国や都に
伝えました。
　建築基準法の建築確認や
検査制度には欠陥があると思
われます。罰則規定の不備も
挙げられており、法的に見直す
べき点があります。この際、禍
根を残すことにならないよう慎
重さも求められています。
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広報いなぎ
平成18年3月1日号掲載

No.161

広報いなぎ
平成18年4月1日号掲載

No.162

遠藤市蔵さんの青春日記を読む

マンション偽装問題 石原知事の決断で決着!

161

162

　遠藤市蔵さんは、永く稲城市商店会連合会会長として市内
商業発展のために尽くしてこられた方です。またその前は、師
範学校を卒業して教壇に立った経験も持たれ、市議会議員も
1期務められました。その遠藤さんが昨年「昭和八十年」（備
考）という本を出版しました。たまたま昨年の暮れにご本人か
ら贈呈いただき、拝読しました。 
　この本は、昭和4年に稲城村東長沼に生まれた遠藤さんが
高等小学校を卒業して、陸軍少年飛行兵に志願、入隊し敗戦
を迎えるまでの12歳から16歳当時の日記を中心に執筆されて
います。
　まず驚いたのが、当時はまだ片田舎だった稲城で、遠藤さ
んの行動範囲が広いことでした。新宿や浅草辺りまでは日帰り
で行動していたことでした。昭和30年代に坂浜で育った私な
どより、行動範囲は広いかも知れません。また、お父さんは大
工さんでしたが、農業も営んでおり、当時の子供は本当に良く
働いたということもわかります。高等科の学生でありながら戦
争に関する新聞記事を日記にまとめており、遠藤さんの国に対
する思いがにじみ出ています。また戦時中でもあり、出征兵士
を身近で送ったり、戦死者を迎えたりと、死がひどく村の中で
身近にあったこともわかります。昭和16年12月8日に米英と開
戦したことを記念して、戦時中、毎月8日は大

たいしょうほうたいび

詔奉戴日として儀

式を行っていたことは知りませんでした。日記の書き方も「待
ちに待った遠足は今日である」から「中隊長殿ヨリ注意（目ニ
威力ヲツケヨ、眠ソウナ目ツキヲスルナ）」と、カタカナと漢字
だけへと変わり、自意識が少年から青年に移っていく青春のに
おいを感じました。志願した陸軍航空隊では先輩たちが次 と々
特攻隊員として出撃して行ったことや、軍隊の制裁の酷

ひど

さ、や
るせなさも克明に記されています。 
　現在から見た戦争や歴史の評価ではなく、当時の「青年遠
藤市蔵」氏の体や心を通じて見えてくる青春時の生や死、国
家や戦争が蘇

よみがえ

ってきます。そして、それらをどう受け止めるべ
きかという、重いテーマが伝わってきます。昭和10年代の稲城
を知る上でも貴重な資料といえます。多くの方にご一読をお勧
めします。
備考：平成21年8月1日現在、稲城
市立図書館に所蔵しています。
稲城市立図書館ホームページの
「資料を探す・予約するメニュー」
から検索できます。

　耐震強度偽装マンション問題では、稲城市は特定行政庁で
はなく建築確認事務に関与しておらず、マンションの建て替え
費用などを負担する根拠が法的にも道義的にも無いということ
を、発言し続けてきました（2月1日号当コラムを参照）。しか
し、国のマンション購入者に対する救済のスキーム（方法）は、
すでにある「地域住宅交付金制度」に基づいて行うということ
で、東京都と稲城市で全体の2分の1を負担しなさいというも
のでした。都は、稲城市が負担をすることについて、再三再四
強く要求してきましたが、根拠がないということでこれを拒否
してきました。
　しかし、最後には石原都知事の判断を仰ぐことになり、「自
分が稲城市長であったら同じ判断をする」という一言で、都が
自治体分全額を負担することで決着しました。
　現在、再建に向けた検討会が居住者、東京都、稲城市との
間で進められております。この中で市としてできる支援につい
ては積極的に進めて、一刻も早い決着を望むものです。しか
し、国の「地域住宅交付金制度」は、建物全体の建設に補助
をするというような制度ではなく、マンションのエレベーターや
廊下などの共用部分の工事費に対して補助をするという、限
定されたものなのです。1戸当たりの床面積を27％ほど減らし
たとしても、今までの住宅ローンに更に2千600万円程度の追

加負担を求められるとされており、偽装マンション問題の被害
者が、果たして本当に負担しきれるかという疑問が残ります。
今後は国や自治体の責任を明確にし、特別措置法の制定が必
要になってくる事態にならざるを得ないのではないかと思って
います。
　グランドステージ稲城クラスの延べ床面積を有する建築確
認申請手数料は、15万円ほどだそうで、車一台分の車検の費
用と大差ありません。この費用のことだけとってみても、分厚
い建築確認の申請書類をどこまで適正に審査できるか大いに
疑問が残ります。JR西日本福知山線の脱線事故やライブドア
の株の偽計取引にも共通する「安全とコンプライアンス（法令
遵守）をどう実現するのか」という問題への処方箋

せん

を描くに
は、かなりの時間と議論が必要なことだけは確かなようです。
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広報いなぎ
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No.163

広報いなぎ
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No.164

注目度No.1の市に

都市長会会長の2年間を振り返って

163
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　去る4月23日には、多摩川原橋が昭和10年以来71年ぶりに
二車線が四車線に拡幅され、南多摩尾根幹線道路もJR南武
線矢野口駅周辺から市役所まで暫定開通しました。更に百村
川北下地区の工事も進んでおり、秋までには全線開通します。
また7月には、民間のノウハウを導入した市立中央図書館と体
験学習館がオープンすることになっています。「これが稲城
か?」という声が上がるほど、街の姿が一変しています。 
　稲城の発展ぶりは、4月10日発売の朝日新聞社発行の週刊
誌「AERA（アエラ）」の中でも取り上げられています。財政的
にも課題の多い国立市と比較しながら、多摩地区の「中でも注
目株ナンバー1は、これまで地味な存在だった稲城市。多摩
ニュータウンの東端にあたり、京王線、中央自動車道など都心
へのアクセスも良い。その割には地価が安く、新しく宅地開発
が進行中のため、人口の都内増加率は今回調査でも都内3
位。・・人件費などを抑えて経常収支比率は都内で10指に入
る低さだ。独自政策に回せる財源が多く、保育や教育費などの
勤労者向け基盤整備が進む」と。随分と褒められていますが、
事実今年度予算が記事を裏付けており、子育て支援を重点化
した予算と言えます。
• 保育所の増築で25人定員を増やし、その他全体で39人定員
増します。  

•認証保育所を3カ所新設し90人受け入れます。  
• 乳幼児医療費の所得制限緩和と、所得制限廃止対象を2歳
未満から3歳未満児まで拡大します。  

• 児童手当も所得制限緩和を行い、対象を小学校3年から6年
まで拡大します。 

• 幼稚園保護者負担軽減の補助金を1カ月2千700円から2千
900円に増やします。  

• 国民健康保険の出産育児一時金を30万円から38万円に増
額します。  

• 稲城第六小学校内に学童クラブを新設します。 
　これらの事業に新たに2億3千万円以上が必要になります
が、市税収入は横這いで、財
源は行革の徹底などで生み出
すしかありません。目の前の福
祉事業も大切ですが、将来の
税源確保にもつながる街づくり
への投資も大切です。本年度
予算は、ハード、ソフトのバラン
スをとった予算となっていると
思います。

　今年4月で、私の東京都市長会会長並びに東京都市区長会
会長の任期が終わりました。13年に、市長会を情報交換の場
に留めるのではなく、新政策を共同提言しようと「政策調査特
別部会」が設置されました。そして「少子高齢社会への対応」
「ごみの減量化」「地方分権の推進」「税財源の移譲」につい
て意見を取りまとめました。これらを受けて、私の市長会会長
としての目標は「行動し実践する市長会」としました。
　最初に取り組んだのが、歩行たばこ禁止などの環境対策で
した。路上でたばこを吸っただけで罰金を科すことについて、
全ての市区町村長の合意を得る事は困難なので、モラル向上
のキャンペーンに共同で取り組みました。まず、16年に都内の
市町村共同事業として実施し、次に17年度はオール東京市区
町村事業として、東京の全ての自治体（62市区町村）が参加
してキャンペーンなどの実践活動を行いました。各自治体では
「喫煙禁止区域」などを設け、成果も上がってきています。 
　もう一つは「多摩・島しょ子ども体験塾」がスタートしたこと
です。今の子供たちは、多様な体験を積む機会が狭まってい
ることから、目で見て体で感じ、感動できる機会を広げること
を目的としました。音楽体験、科学体験、自然体験を柱としな
がら多摩・島しょの39市町村の共同事業として実施することと
なりました。第1回は今年3月に、指揮者の小林研一郎氏をお

招きして、東京フィルハーモニー交響楽団の皆さんと八王子・
日野ブロックの小中学生が一緒に演奏する音楽体験の機会と
し、すばらしい体験ができたとの高い評価をいただきました
（稲城ブロックの音楽体験事業は9月23日、パルテノン多摩で
開催予定）。また、各自治体が率先して子供たちに多様な体
験の機会を提供するためのモデル事業を実施することになっ
ており、多摩地域の自治体のシンクタンクである財団法人　
東京市町村自治調査会に共同事業推進部を新設して、体制
の強化を図りました。
　今後は、多摩地域の住民であれば、どの自治体の図書館で
も自由に利用できる、そんな共同化にも取り組んでまいります。
多摩地域を都の一部とするの
ではなく、自立的なエリアとし
て、広域的に事業を進めていけ
ればと思っています。
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広報いなぎ
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広報いなぎ
平成18年8月1日号掲載

No.166

市立病院優良病院に選ばれる!

中央図書館 開館まで苦節15年!

165
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　市長という仕事は、表彰することは多いですが、いただける
事はそうはありません。去る5月25日、市立病院は、全国自治体
病院協議会会長並びに病院開設者協議会会長から「平成18
年度自治体立優良病院」に選ばれ、表彰されました。今年度
は、全国1千余りの公立病院の中から6病院が選ばれました。
表彰式には小泉院長と出席し、昭和21年に病院を開設して以
来の悲願が達成されたことに、感慨もひとしおでした。今回の
受賞のポイントは「経営の健全化が確保されていること」と、
「地域に信頼される医療機関としての実績があること」の2点
といえます。平成10年7月に新病棟開院後の特色を、改めて
ピックアップしてみます。
• 日本の公立病院の中で初めて免震構造を採り入れました。社
団法人日本免震構造協会より日本免震構造協会賞を受賞し
たこともあり、その後ほとんどの病院が免震構造を採用する
ようになりました。大地震に見舞われたトルコの厚生大臣の
視察もありました。 

• 各ベッドに窓が付くなど、患者アメニティーを重視する設計と
なっていることが評価され、社団法人日本医療福祉建築協会
より医療福祉建築賞を受賞しました。 

• 1.2キロメートル離れた多摩川衛生組合のごみ焼却時の余熱
を活用して、全国で唯一、病院の冷暖房などの熱源を賄っ

ています。年間で5千万円程の燃料費の節約となり、CO2換
算で年間2,000トンの排出抑制につながっています。また、
JR武蔵野南線のわき水をトイレの洗浄水などとして活用し
ています。  

• 財団法人日本医療機能評価機構より、14年に全国9千77の
病院の中で281番目に病院機能評価認定を取得し、患者中心
の医療サービスの提供に努めています。 

• 病院アドボカシー（患者の権利擁護）相談室を16年に公立病
院としては全国で初めて設置し、成果を上げています。 

　今後優秀な医師の確保や先端医療機器の導入、地域医療
機関との連携を図るとともに、今回の受賞を励みとして、さらに
市民の皆さんの期待に応えられ
る病院となるよう努力してまいり
ます。

　去る7月1日、待望の稲城中央図書館がオープンしました。開
館までの経緯を簡単にたどってみます。
　私が市長として仕事を始めたのが、今から15年前の平成3
年4月でした。10カ年の長期計画がスタートした年で、中央図
書館建設は目玉事業の一つでした。この長期計画では、税収
が毎年11.4％伸びていくことを前提としており、人口も平成12
年で10万人を超えると予測していました。図書館計画は、市民
参加による「市立中央図書館建設審議会」が結成され、4千平
方メートル以上の図書館を建設することを求める答申書も出さ
れ、基本構想も予算化され着 と々進んでいました。しかしバブ
ル経済崩壊の影響で、現実と計画の乖

か い り

離が平成6年になると
修正しようもなくなり、見直し作業に入りました。当時の10カ年
計画のもう一つの目玉に市立病院の建て替えがありました。図
書館建設は、13年度以降の事業として凍結し、市民の生命に
かかわる病院の建設を優先する苦渋の選択をせざるを得ませ
んでした（市立病院は10年に建て替えが終わり、前回紹介し
たように高い評価を得ています）。
　その後13年度以降の第三次長期総合計画の中に中央図書
館建設を位置付け、いよいよ検討という段階で「公共施設は、
造ったはいいが使われないで維持管理費が膨大になる」とい
うハコ物批判に応える必要がありました。建設費はもちろんの

こと、長期的にサービスのレベルを決定しコストを明確にする
ことで、財政計画を明確にすることが求められました。もう一
つは、学習室の強い要望がありました。しかし従来の市直営方
式では、財政的にとても学習室まで建設することは困難でし
た。そこで低いコストで高いサービスを提供できる、東日本で
は初めてのPFI方式の検討・導入となったわけです。
　オープン初日から多くの市民に利用していただいています。
しかも図書館計画はこれで終わりではなく、若葉台駅前の新
文化センター内図書館計画も着 と々進んでいます。これが実
現するとわずか4キロメートル四方の自治体で、6館の図書館
が揃うことになります。既に23万冊の蔵書を有し、更に中央図
書館の36万冊を加えると、市民
一人当たりの保有図書数、貸し
出し冊数とも全国のトップクラス
に躍り出る日も目前です。
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孤独死ゼロを達成する自治会

武術家甲野善紀氏の身体技法に注目!
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　自治会や管理組合の役員になり手がいなくなっているの
が、どの地域でも共通の悩みと言えます。しかし、役員をやっ
てみると、地域のことが分かり、人間関係も広がって良かった
というのも自治会役員です。実は昨年秋から私は、「財団法人
明日の日本を創る協会」の「生活会議運動中央推進委員会」
の委員を務めており、生活会議・生活学校運動が自治会活動
とどのように連携すべきかについて議論しています。その一環
として、自治会としては極めてユニークな活動をしている立川
市の「大山自治会」を7月に訪ねました。 
　都営上砂町一丁目の住宅は、通称「大山団地」と呼ばれて
おり、24棟の集合住宅から成っています。1,200世帯3,000人
の自治会の会長は、佐藤良子さん64歳。三役は30代から50代
と若い層が役員となっています。役員の選考は幅広い年代か
ら選出しており、積極的に役員を引き受けてくれるそうです。
年間一世帯4,800円の自治会費で、専従職員も雇用しており、
24時間悩み事の相談にも応じていて、警察や行政への橋渡し
も行っています。また、5年前までは孤独死があったそうです
が、自治会として孤独死をゼロにする目標を立て、達成してい
ます。まず、一人暮らしのお年寄り（198人）には、緊急時の連
絡先を登録してもらいますが、拒否する方はいないそうです。
新聞配達や東京電力を始めとして各戸を訪問する人に、変化

があったら通報してもらうシステムが出来上がっています。ま
た、自治会費も必ず各戸を訪問して徴収するそうです。
　一方、ママさんサポート・センターが24人のボランティア会
員によって構成されており、若い母親の子育て支援を目的に
活動しています。11年に児童虐待が2件起こったことから、幼
児虐待防止を中心に母親の入院、出産時の一時保育、育児相
談、非行少年少女の相談など、行政の限界を超える地域力を
発揮しています。江戸時代の近所のつきあいを大切にした関
係の復活を目標にしているそうです。
　地方分権の流れは、国や都道府県から市町村への分権にと
どまらず、自治会など地域の団体への分権化を進めることが、
住みやすく、豊かな社会を創（つく）ることにつながることを確
信しました。

　私は市内で空手道の全国大会を主催するなど、空手という
武道を今も追い続けています。そんなこともあって武術家甲野
善紀氏の存在には、7・8年前から著書を通じて特別な関心を
持っていました。また氏の道場が多摩市蓮光寺に在ることも聞
いていました。甲野氏は、伝統的な武術の研究を通じて身体
技法をあみ出し、現代のスポーツや介護技術などに応用する
ための努力をしてきた稀

け う

有な存在と言えます。野球の桑田選
手は甲野氏の考え方に早い時期から接し、投球術にも応用し
てきたことは良く知られています。また私立桐朋高校のバス
ケットボール部が、進学校で特にスポーツに力を入れていたわ
けでもないのに、甲野氏の身体技法を導入して全国大会進出
を果たしたことも本になって紹介されています。更に日本の陸
上競技短距離界のエース末続慎吾選手も、伝統的なナンバ
走り（同じ側の手足を同時に出して移動する走法）を応用して
いるなどとも言われています。
　その甲野氏を、「古武術とクオリオ」というテーマで、NHK
の司会などでもおなじみの東京大学大学院教授（脳科学・認
知科学専門）の茂木健一郎氏との対談の席で、直接拝見す
る機会を得ました。甲野氏から、「科学者からは、科学的ト
レーニングの名のもとに間違ったウエート・トレーニングなど
が推奨され、怪

け が

我をしている人も多い。科学者自身が、科学

が万能ではないことを表明すべき」との厳しい指摘に始まり、
2時間半にわたって対談が行われました。また甲野氏自身に
よって、参加者を被介護者に見立てた介護の実演も行われま
した。甲野理論は、人を起き上がらせるという行為でも、手や
腕の力だけでなく、全身の筋肉を参加させるという技法に
よって、力を最小限にした介護技法と言えます。武術である
ゆえんは、命を賭けたぎりぎりの闘いの場で、火事場の馬鹿
力を出す時のような体の動きから練り上げられているように
思えます。
　言葉だけで理解していただくのはなかなか困難ですが、介
護法の解説書も出されています。鍼

しんきゅう

灸などの東洋医学の導入
を進める統合医療にも通じる、伝統の中に新しい身体技法を
創り上げる甲野氏に大いに注目を!
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大丸南区画整理完成 区画整理で美しい街並みを！

飲酒運転は犯罪 被害者の叫びに耳を！
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　今年は、稲城市の東の玄関口が大きく変わる年となりまし
た。一つは多摩川原橋の拡幅と、南多摩尾根幹線の開通で
す。もう一つは、矢野口駅周辺土地区画整理事業で進めてい
たスーパー堤防事業が終わり、2年近く仮住まいをしていた地
区の人たちの住宅や事業所の建設が始まり、調布から橋を
渡って見える景観が一変したことです。堤防より低かった宅地
が埋め立てられ、生活道路が整備されたのも、土地区画整理
事業だからこそ可能であったといえます。 
　稲城市ではバブル経済崩壊以降も街づくりの主たる手法と
して土地区画整理事業を進めてきました。私が市長として手
掛けただけでも、平成7年完成の大丸北、9年の坂浜堂ケ谷
戸、10年の百村竪台、15年の平尾南、そして今年完成し、先
日、記念祝賀会が行われた大丸南と続いています。大丸南は
バブル絶頂期の昭和60年に街づくり研究会が始まったもの
で、何回となく計画を見直し、高い減歩率を負いながらも進め
てきました。「事業の途中は、我が家にすごい勢いで苦情を言
いに来る人もいたけど、終われば満足してもらえるのが区画整
理だね」と理事長さんは感慨深げに語っておられました。2つ
の新しい公園も出来、第一中学校裏のスプロール化していた
一帯も整備され、交通利便性の高い地域にふさわしい街並み
が形成されつつあります。区画整理と併せて地区計画の指定

も行い、建物壁面の色彩の統一やブロック塀から生垣に変更
したり、看板の大きさを制限したり、街全体の調和を図り、安
倍総理が掲げる「子供たちの世代が自信と誇りを持てる美し
い国づくり」を稲城では区画整理で実現しつつあります（「心
の美しさ」の実現を目指すことも当然のことですが）。 
　今後、南武線3駅を始め南山東部、平尾・坂浜地域と区画
整理事業が続きますが、緑を生かし21世紀の活力源となるよ
うな美しい街づくりを進めていきます。すでに稲城市では無電
柱化は19％、無アンテナ化は30％達成していますが、美しい
街の基本となる無電柱化や無アンテナ化に向けて目標を立て
て進めていきます。 

　いよいよ年の瀬も迫ってきました。となると、増えるのが忘年
会を始めとする飲酒の機会です。今年9月に飲酒運転や理不
尽な暴力などによって亡くなった犯罪被害者の声を聞く、「生
命（いのち）のメッセージ展in稲城2006」が城山体験学習館
で開催されました。展示された120の帰らない命と向き合った
時、決してこのような悲劇を繰り返してはならないと、会場を
訪れた人たちは誰しも決意を新たにしたことと思います。 
　我が国の戦後の憲法を始めとする法体系の基本は、「権力
の暴走に歯止めをかける」ことに重きが置かれていました。
よって、国家の法によって裁かれる側の人権に多くの配慮がな
され、犯罪や事故などの被害者の人権や痛みは軽んじられる
傾向にありました。平成7年に起きたオウム真理教団による地
下鉄サリン事件、北朝鮮による日本人拉致事件も、被害者側
の人権をもっと強く思えばその対応の仕方によっては、事件の
被害を小さく留め得た可能性は十分ありました。 
　作家の山本七平氏は「日本人とユダヤ人」の中で、ユダヤ
人は安全のためホテルに住むことさえ厭

いと

わない歴史をもって
いると冒頭述べています。一方、日本で安全は、水や空気と同
じで、そこにあるものでコストを負担して確保するという意識
に極めて乏しいと指摘しています。日本では、災いを自然災害
のように天から降ってくるもので、人間の力では避けられない

という諦
ていかん

観が強いと言えるかも知れません。 
　しかし、ようやく平成16年12月に「犯罪被害者等基本法」が
制定され、平成17年12月に犯罪被害者等基本計画が策定さ
れました。支援の内容は、現在内閣府で検討されており、それ
と共に自治体も具体的な施策化を進めていくことになります。
犯罪に遭ってしまった人を運の良し悪しで見るのではなく、社
会の責任として助け合っていかねばならないという心を育てて
いくことが求められています。 
　酒飲みはよく「今日は飲まされちゃって」などと言いますが、
他者が無理に口に酒を注ぐことはまずありません。飲酒運転
は、「犯罪」なのです。
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2006年稲城10大ニュース

稲城の成人式は大成功！
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　2006年は、稲城の街の姿が大きく変わった年だった、と
言えるかも知れません。それでは稲城10大ニュースを発表し
ます。
1　�東日本で初めてとなるPFI方式による稲城市立中央図書
館がオープンする。年間345日開館、24時間貸し出し可
能で、コストは低くサービスは高くを実現する。

2　�調布から稲城をつなぐ多摩川原橋が、71年ぶりに4車線
に拡幅され開通する。また、南多摩尾根幹線も約1.3キ
ロメートル開通する。

3　�稲城第六中学校内に、児童・生徒の権利を擁護し、苦情
相談などに当たる市立学校アドボカシー相談室がオープ
ンする。

4　�中央図書館の隣接地と上
か さ や と

谷戸親水公園内の2カ所に体
験学習館がオープンする。上谷戸には水車もあり農業体
験も可能となる。

5　�市内初の障害児通所施設「いなぎこども発達支援セン
ター」が開設される。発達障害などの障害児の通所施設
として生活支援が拡大する。

6　�京王線稲城駅前に、スーパーマーケットなどが入った
駅前商業業務ビルが完成し、市民生活の利便性が向上
する。

7　�6年にわたって交渉を続けてきた多摩サービス補助施設
内の用地4,670平方メートルが、日米合同委員会の合意
を経て稲城市が利用できることになる。

8　�昭和60年に街づくりを考える会が発足し、平成7年に設
立された組合により進められてきた大丸南土地区画整
理事業が完成する。稲城第一中学校北側のスプロール
化していた地域に公園もでき整備される。

9　�「稲城の梨」が特許庁から地域ブランドとして認定され
る。高崎のだるまや下呂温泉と同じように、地域名を冠し
たブランドとして全国に広まっていくことが期待される。

10　�昨年夏から、ふれあいの森のキャンプ場で小学5年生
が1泊の体験学習をスタートさせる。また、長野県野沢
温泉村で、小学6年生が4泊5日の夏の宿泊体験を、中
学1年生が3泊4日の冬の体験事業を、それぞれ始める
ことになる。

　これからも稲城は変化し
ていきますが、街の活力や
環境を維持しながらより美
しく、より品格ある街を目指
します。ハード、ソフトの両
面にわたって。 

　北海道夕張市は財政破綻の関係で、市の成人式の予算は1
万円とのことでした。また国内では、例年のことですが荒れる
成人式も散見され、開催の意義そのものに異を唱える声も耳
にします。では、稲城の成人式はと申しますと、稲城では新成
人の実行委員を早い段階から募り、実行委員会を中心に進め
られます。オープニングセレモニーとして、太鼓グループの演
奏と子供たちのお祝いの言葉に始まり、「国歌斉唱」、そして
市長、来賓などの挨拶と続きます。出席された方々からは「良
かった。年 す々ばらしくなる」との声を多くいただきます。
　私は次の事を中心に挨拶しました。
　「昨年、野球で世界一を決めるWBC（ワールド・ベースボー
ル・クラシック）で日本チームは念願の世界一を果たしました
が、併せて教訓も残してくれました。日本が決勝トーナメント
に上がるためには、自分たちの力だけでは不可能でした。メキ
シコがアメリカに勝ってくれた事によって勝ち上がれたので
す。これは人生と同じで、自分の力だけではどうにもならないこ
とがあることを教えてくれました。ナインは、世界のホームラン
王の王監督を名実共に世界一にしたいと強く思ったそうです。
野球世界一の達成は、大きな夢の実現であり私たちに感動を
与えてくれました。その絶頂の王監督に帰国後胃がんが発見
され、手術を受けることになりました。記者会見の姿は痛 し々

かったです。今日は幸福でも、明日は苦悩のどん底に落ちるこ
ともあることを教えてくれました。しかし王さんは、監督として
またグラウンドに立つという強い意志を持つことで、驚異の回
復を果たしました。人が幸せであるということは、何かに立ち
向かっていく強い意志を持てることかもしれない、ということを
教えてくれました」
　式典では、東京ヴェルディのラモス監督がビデオレターで
特別出演し、J1復帰を誓いました。そして、最後に抽選会と新
成人代表のお礼の挨拶で第一部は終了しました。
　稲城の新成人は、848人で出席者は558人。出席率は
65.8％と高率です。使われた税金は、会場費も含め約120万円
也。評判どおり、稲城は新成人の門出にふさわしい成人式だっ
たと思っています。 
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迷走する国のリサイクル対策

任期4年間を振り返って！

173

174

　私は全国市長会社会文教委員長を務めていることから、平
成16年から平成18年まで1年半にわたって環境省の中央環境
審議会廃棄物リサイクル部会に委員として参加し、容器包装
リサイクル法（容リ法）の改正について発言してきました。この
審議会の中で分別収集・選別保管された、びん・缶・ペットボ
トルなどを事業者に渡すまでに、全国の自治体の負担が3,000
億円を超えていることが明らかになりました。また、リサイクル
を進めれば進めるほど、市民の税金を一方的に投入する「リサ
イクル貧乏」状態にあることも分かりました。
　今回の容リ法の改正に当たっては、自治体が負担しているリ
サイクルコストを生産者側の責任で負担すべきと主張しました
が、受け入れられませんでした。それに代わって、事業者が
ペットボトルなどのリサイクルコストを効率化できれば、その2
分の1を自治体に配分する仕組みになりました。しかし、これで
はわずかな費用しか自治体には還元されません。上流の生産
者が、下流の自治体に過重な負担を強いることのない改正が
求められましたが、頓

と ん ざ

挫してしまいました。
　一方、法制定から5年が経った家電リサイクル法の改正議
論が、環境・経済産業両省の中央環境審議会・産業構造審議
会の小委員会で進んでおり、この審議会にも私が出席してい
ます。家電リサイクル法では、消費者が家電4品目を廃棄する

段階でリサイクル費用を負担する後払い方式をとっています。
しかし、法律に基づかずに処理され、輸出などされているルー
トは全体の50％近くを占めており、不法投棄も平成17年度で
は15万台あり、この処理費用は自治体が全額税金で賄ってい
るのです。これらの課題を解決するためには、消費者が家電製
品を購入した時点でリサイクル費用を前払いすることが必要
です。しかし、審議会の議論が容リ法改正と同じように、生産
者側の流れになりつつあります。生産から廃棄処理まで、責任
を一貫させる拡大生産者責任の考え方に基づく制度改正を
強く望んでいますが、結論は今年の夏以降に延期されてしま
いました。大いに注目してください。

　私の市長としての任期も今月で終わります。この4年間でま
ず取り組んだことは、情報公開の拡大でした。市長交際費と
日々の行動予定を市のホームページで公開し、市長への手紙
の回答の掲載もスタートさせました。
　次に街づくりを進めたことです。昭和2年に稲城村まで延伸
された南武線が78年ぶりに高架化し、8カ所あった踏切が解
消され、矢野口駅はエレベーターやエスカレーターで利用でき
るバリアフリー化が実現しました。駅の高架下には、今日平成
19年4月1日から駐輪場がオープンし、今後商店も開店するこ
とになっています。また、多摩川原橋が71年ぶりに4車線に拡
幅され開通しました。更に、南多摩尾根幹線が、百村地区の
工事も終わり、平成19年4月14日に開通することになっていま
す。そして、下水道事業は、この4年間平尾地域を中心に工事
を進め、今年からはいよいよ坂浜で工事が始まります。
  3番目は東日本で初めてのPFI方式による図書館の開館が挙
げられます。バブル経済の崩壊で凍結となっていた事業でし
たが、民間の運営手法を導入して年間345日、午前9時から午
後8時まで開館。蔵書数36万冊で、既にある四つの図書館機
能と合わせると、図書サービスは全国屈指の自治体と言えるで
しょう。
　4番目には子育て支援が進んだことです。認可保育所13園

に加え、四つの駅前に120人定員の保育所（認証保育所）が
でき、病後児保育も可能となりました。
　5番目は、市立病院や学校にアドボカシー相談室を開設した
ことです。患者さんや児童生徒、保護者の権利擁護のための
相談事業で、独立した審査会を設け、弁護士や医師などの専
門家が相談内容のチェックもします。
　その他にも職員定数削減の行政改革や、市税収納率も多摩
地域でトップになりました。また、40年近く危険ながけ地のま
ま放置されていた南山が、組合施行の土地区画整理事業とし
て整備されることが決定されました。
　今後も街の環境と活力を維持し、分権改革の発信地となる
施策を積み重ねていけるかが問
われていると言えるでしょう。
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伝統としての「型」を生かす

提案が実現へ！ 介護支援ボランティア制度

175

176

『「型」から入ろう　美しい日本』をテーマにしたフォーラム
が、構想日本（独立で非営利の政治・経済の専門家集団）の
主催で行われました。日本の伝統美やその技を現代にどのよ
うに生かし、継承していくのかという、私にとっても重要なテー
マなので、出席してみました。
　筝

こと

、禅、三味線、笛というジャンルで日本の伝統を守ってい
る4人が登場しました。まず生田流筝

そうきょく

曲の榎
えのきど

戸二
ふ ゆ き

幸さんの素
晴らしい筝演奏から始まりました。榎戸さんは、三歳から大叔
母の小橋幹子〔元東京藝

げいじゅつ

術大学教授〕に師事したとのことで
した。稽

け い こ

古は、5時間待って10分教わる毎日だったそうです。
しかも正座して先輩たちの稽古を見ているだけの時間に多く
が費やされました。次の対

つしもと

本宗
そうくん

訓さんは、京都大学の哲学科
を卒業後、15年間禅僧の修行を積み、7年前から大学の医学
部で勉強中という異色の経歴の持ち主。禅の修行道場は、頭
を丸めることや服装や作法を含め、「型」で生きてきたと。
佛
ぶつどう

道修行の最初の3年間は、理不尽なことの中に理があること
を理解できなかったと。続いて鶴

つるざわ

澤寛
か ん や

也女流義太夫三味線奏
者と、福

ふくはら

原洋
ひ ろ ね

音福原流笛奏者は、演奏技術云
うんぬん

々の前に先生や
先輩に対する礼儀作法が絶対的に優先されるとのこと。三味
線や笛にも「型」はあるが、その中で自由に動けるということで
した。

　これら現代に伝統を継承しようとする人々にみられる特徴
は、次の2点です。
① 入門した順位などで先輩後輩関係が明確にあり、礼儀もこ

の関係に従っており、師匠との関係は絶対的である。
② 教えてもらうというより、時間をかけて見聞きして身体に師

匠の「型」を叩（たた）き込み、「型」が出来てはじめて個性
はあふれ出るもの。

　日本では、倫理を心や身体の「型」で表す文化を、長い歴
史の中で育んできました。ですから、だらしのない姿は、そのま
まだらしのない心を表すと見なします。親と子に始まる社会的
役割とは、一種の演ずべき「型」と言えます。「型」をおろそか
にすれば、社会的役割も弱体化します。現代は「型」から自由
になることばかりに執心し、「型」を風化・喪失しつつあると同
時に、倫理も喪失しつつあります。
　守り残さなければならない「型」を、
再構築する必要を強く感じます。

　稲城市が構造改革特区として国に提案していた「高齢者が
地域で介護支援のボランティアをすれば、介護保険料を軽減
できる制度」が、厚生労働省との長い協議の末、今年度から
全国版でスタートできることになりました。このことは、読売新
聞（平成19年4月29日付朝刊）、毎日新聞（平成19年5月2日付
朝刊）、日本経済新聞（平成19年5月9日付夕刊）、朝日新聞
（平成19年5月12日付夕刊）の各1面で取り上げられ、NHK
ニュースでも流れ、さらには韓国でもテレビ放映されました
（韓国は日本の介護保険制度に注目しており、4年程前には調
査団が来訪し、稲城で意見交換をしています）。
　我が国は平成の時代に入り、世界のどこの国も経験したこと
のない超高齢社会を迎えることが明確となり、これまで家族と
一部の施設に頼っていた高齢者介護をどうするのかが大きな
問題となりました。また当初、負担を消費税増税によるか、保
険によるかで論争となりましたが、消費税増税のタイミングで
はないとの判断から、保険制度となりました。さらに家族の中
に他人を入れてもらえるかどうかという疑問もあり、当初は利
用してもらいやすい制度とすることに苦心しました。
　しかし平成12年度に導入されるやいなや、瞬く間に利用は
促進され、むしろ利用がこのまま増えれば「高齢者が保険料
を負担しきれなくなるのでは」という新しい問題が発生しまし

た。稲城市の場合では、高齢者の介護保険料は平成12年度
では3,000円でしたが、平成15年度では3,300円となり、平成
18年度には4,400円まで跳ね上がり、これが5,000円を超えて
しまうと高齢者は負担しきれなくなるというものです。この問題
は介護保険だけでなく、医療保険も同様でした。医療費を多く
使うのは高齢者で、高齢者が増え続ければ医療費会計は早晩
パンクしてしまうことから、予防事業を導入して医療費の抑制
に乗り出したのです。平成20年度からは特定健診・特定保健
指導が義務付けられるのもそのことからです。
　今回の稲城市の提案は、介護予防事業の一つに位置付け
られ、高齢者による介護支援ボランティア活動をポイント制度
として評価して、介護保険料の
軽減などを行うものです。稲城
発の提案が、地方分権時代へ
の大いなる追い風になることを
願っています。
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ストラスブールの欧州評議会で講演！

プロボクシング観戦記　坂田健史選手
WBA世界フライ級統一チャンピオンに！

177

178

　「ボンジュール、はじめまして。本日は欧州評議会・欧州地
方自治体会議にお招きいただき、感謝申し上げます」と、私の
講演は始まりました。
　全国市長会事務局から、フランスのストラスブールで行わ
れる国際会議に行ってもらえないか、との話を頂きました。欧
州地方自治体会議はフランスのドイツに近いストラスブールに
本部が置かれており、ヨーロッパの47カ国20万の自治体が加
盟し315人の議員で構成されています。日本の地方自治体との
交流は1999年から始まり、昨年初めて福島県知事が「日本の
地域化の現状」というテーマで講演し、今年は古田岐阜県知
事と市長会からも代表者を派遣したいというものでした。一人
旅になるという不安もありましたが、フランスの街づくりなどを
じっくり視察する機会にもなろうと思い快諾しました。
　シャルル・ド・ゴール空港に到着しパリに入り、中世の街並
みを残しているアルザス地方のコルマールまで急行列車で移
動し、じっくりと街並みなどを視察して、平成19年5月29日にス
トラスブールに。現地では日本国総領事館の職員が出迎えて
くれました。翌日、スカード欧州地方自治体会議議長主催の昼
食会に招かれ、その後ミカレフ欧州地方自治体会議ローカル
院議長を表敬訪問し、4時頃から講演となりました。「日本の
地方自治体の合併や分権改革の状況など」について、稲城市

の事例を紹介しながら講演しました。講演後、会議出席者か
ら欧州と日本が今後、互いに何を学び合っていくべきか、また
関係強化に向けた取り組みについて質問がなされました。そ
れに対して私は「日本は欧州から都市計画や景観対策、パー
クアンドライドなどの環境対策の取り組みについて学ぶことが
出来る。また欧州は、ごみ処理問題などや地震などの災害に
対する危機管理対策に学ぶことが出来るのでは」と回答し、
「相互の取り組みの継続こそが関係強化につながっていく」と
結びました。
  夜は総領事館で庄司総領事が主催する夕食会に招かれる
など、意義深い交流の旅にな
りました。また、欧州評議会、
欧州地方自治体会議への参
加は、我が国の分権改革に
とって今後重要度が増すもの
と確信しました。

　平成19年7月1日、ボクシングWBA（世界ボクシング協会）
世界フライ級王座統一戦が、有明コロシアムで行われました。
世界チャンピオンの坂田健史選手は昨年、結婚をきっかけに
稲城市に引っ越してきており、れっきとした稲城市民です。新
王者となった平成19年3月には表敬訪問をいただきました。静
かで紳士的な性格の方で、応援を約束していました。
　試合開始20分前に会場に着くと、すでに地域の方を中心
に、40人近くの市民がリングサイドより一段上の一角に詰めて
いました。歴代の日本人チャンピオンや亀田大毅選手、K－1
の山本“KID”徳郁選手などの紹介の後、暫定王者のロベル
ト・バスケス選手がパナマ出身らしく派手なラテンのリズムで
登場し、坂田選手は一点を見つめながら緊張の面持ちで入場
しました。ボクシング観戦は私にとって初めての体験で、テレ
ビ観戦に慣れてしまっているせいか、観客の歓声しか聞こえな
い静寂さが妙な緊張を誘い、自分の声が直接選手の耳に届く
距離に居るということが、何か感動的ですらありました。
　10分程のセレモニーの後、第1ラウンドが始まり、バスケス
選手の強打がボディや顔面に当たると派手な音を立ててお
り、坂田選手がかなり劣勢に思え、不安なスタートとなりまし
た。ただ坂田選手の表情からは、すべて折り込み済みといった
ような冷静さが見て取れ、第3ラウンド以降は「打っては離れ

る」ボクシングで徐 に々ペースをつかみ、接近戦では前へ前へ
と突進し、バスケス選手をロープに追い詰めるシーンも多く見
られました。
　第10ラウンドあたりからはバスケス選手の足も止まり、我々
仲間は勝利を確信し「坂田！　坂田！」と力いっぱいコールし
ていました。結果、試合は3対0の判定で坂田選手の圧勝とな
り、前回の暫定王座決定戦で同選手に1対2で判定負けした雪
辱を果たし、名実ともにWBA世界フライ級統一チャンピオン
となりました。試合後に稲城の仲間と万歳三唱した時は、胸が
熱くなりました。
　坂田選手のボクシングは、派手さはありませんが、厳しいト
レーニングで鍛えられた驚異的なスタミナと強い精神力に支
えられています。「地味だけれど輝
いている坂田選手」を目の前にし
て、「稲城市もこうありたい」と強く
思っていました。
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野沢温泉村宿泊体験学習に参加して

この秋お薦めの一冊「日本を滅ぼす教育論議」

179

180

　国では、内閣総理大臣のもとに設置された教育再生会議や
文部科学省に常設する中央教育審議会において、教育につい
ての様々な議論が進められています。「ゆとり教育をどう評価
するか」などは議論が分かれるところですが、今の子供たちに
自然体験や生活体験が乏しくなっていることの弊害は皆が認
めるところです。
　稲城市教育委員会では、昨年初めて長野県野沢温泉村の
皆さんと提携して小学6年生は夏に4泊5日、中学1年生は冬に
3泊4日の宿泊体験学習事業をスタートさせました。野沢温泉
村はスキーのメッカとしてよく知られており、スキーのジャンプ
台も造られています。1998年には長野冬季オリンピックのバイ
アスロン競技会場にもなりました。また、2008年の冬の国体の
会場となることも決定しています。ただスキー客は減少傾向に
あり、年間を通じて村への来訪者の確保を考えた時、都会の
子供たちの宿泊体験学習の誘致は新しい試みといえます。
　今年3月には、河

こ う の

野野沢温泉村村長と宿泊体験学習の実行
委員会の皆さんに稲城市を表敬訪問いただいたこともあり、子
供たちの現地での様子をこの目で確認するため、平成19年7月
24日に野沢温泉村を訪問いたしました。まず、子供たちがテン
トで2泊する村から車で30分程の所にある巣鷹湖畔のキャン
プ場を訪ねました。ちょうど夕暮れ時で、プロの演奏家による

コンサートが行われており、うっすらとした霧の中で幻想的な
フルートの音色を一緒に楽しむことができました。また夜空の
満天の星の美しさは、筆舌に尽くしがたいほどでした。稲城市
にもキャンプ場がありますが、こちらの夜はかなり冷えこみ、環
境の違いを実感しました。
  翌日は実行委員会の方々が用意してくださった「稲城の森」
でブナの植林を行い、その後約2時間かけて野沢温泉村まで
子供たちとトレッキング（山歩き）を行いました。少々バテぎみ
の子もいましたが、みんな元気に13カ所の温泉めぐりなどを楽
しんでいました。
　親元を離れてのテント生活と民宿での家族的な生活体験
は、たくましい子供を育成する
小さな一歩ですが、確実な一
歩といえるでしょう。河野(こう
の)村長とは連携を誓い合っ
て、固い握手を交わしてきま
した。

　平成19年9月5日の朝刊で、中央教育審議会の体育・保健
部会が、中学校の体育の授業でこれまで選択制であった武道
とダンスを必修化することに決めたという記事が一面を飾りま
した。少し前は、モンスターペアレント（学校に理不尽なクレー
ムをつける親）の記事が続き、教育に関する記事のない日は無
いという程です。国には、総理大臣直属の教育再生会議と、文
部科学省所管の中央教育審議会が置かれていますが、教育
については、100人いれば100様の経験と意見があり、まとめる
のは容易ではありません。
　私は今回の市長選挙のマニフェストで、稲城の教育のあり
方を議論する稲城型の教育審議会を設置することを掲げてい
ることもあって、教育関係の情報に注目していました。「日本を
滅ぼす教育論議」（講談社現代新書）という刺激的なタイトル
と、今は故人の河

か わ い

合隼
は や お

雄元文化庁長官が推薦している本書に
目が止まりました。著者の岡

おかもと

本 薫
かおる

氏は、現在、政策研究大学
院大学教授ですが、以前は文部科学省企画・体育課長なども
歴任し、教育政策研究のため80カ国以上を訪問した国際通で
す。また今年7月には産経新聞の教育特集号で「教育委員会
を廃止せよ」という、元文部官僚としては先鋭的な意見文を発
表しています。
　岡本氏は我が国の教育論議の混乱の第1の原因を、日本人

の多くが、社会問題を「教育で解決できる」と考える、教育を
崇拝する教育教信者のようであり、論理的な答えを出す努力
を怠る傾向にあると指摘しています。また「いじめ」の問題につ
いては、「子供の心の中には他の子供をいじめたいという欲求
が潜んでおり、これを抑制する手段を考えるべきところを、心
の教育によってそうした欲求を撲滅することを目指そうとする」
と。「人はこうあるべき」より「人は自分の欲求の方向にしか動
かない」という本質を直視すべきだと。いわゆるリスクマネジメ
ント（危険度管理）がなされておらず、戦前の日本軍の精神主
義的な特徴が、今も私たちの思考回路の中で生きていると。
　教育から見た日本文化論といっても過言でなく、日本人の
組織の弱点を具体的に指摘し
ており、興味の尽きない一冊
です。
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No.182

舛添大臣の発言に異議アリ！

石原知事に直接提言！

181

182

　舛添要一厚生労働大臣が、年金保険料の窓口徴収を、金
融機関の振り込みに切り替える方針を示した際、「銀行は信用
できるが、社会保険庁は信用ならない。市町村はもっと信用な
らない」との発言が飛び出しました。この発言は、全国の90市
区町村で101件の年金着服問題が発覚したことを批判しての
ことと思われます。この発言に対して、邑

むらかみ

上武蔵野市長や鳥取
県の長

は せ が わ

谷川倉吉市長が、抗議文を送付しました。邑上市長は
「発言は市町村を含む年金行政全体への不信感を増幅しか
ねないもので看過できない」と。また長谷川市長は「鳥取県で
は過去にも横領は一件もない」と。これに対して舛添大臣は、
「小人のざれ言につきあう暇はない」と不快感を示したという。
私は首長の一人として敢えて抗議文を送るつもりはありません
が、見解を明らかにしておきます。
　以前スウェーデンの福祉施策を視察に行った時、「なぜス
ウェーデンでは、収入の半分以上を税金や年金保険料として
徴収されても、国民は政府を批判せずに受け容

い

れるのです
か」という質問に対して、現地の担当者は「スウェーデンはドイ
ツやロシアという大国に囲まれていても、2度の世界大戦で占
領されることなく、戦場にもならず、平和を維持した政府を国
民が信頼しているんですよ」という言葉に強い衝撃を受けまし
た。行政機関や政治に対する信頼や信用も、積み重ねによる

ものであり、一朝一夕に成るものではないのだということを再
認識しました。私は、「自分が稲城市の行政をあずかる立場に
ある間、行政の信頼を少しでも高められるよう頑張ろう」と心
に誓ったことを思い出します。
　行政や政治への市民・国民の信頼は、不断の努力によって
確立するほかなく、自分だけは「良い格好をしたい」という心根
ではどうにもならない。舛添大臣は、末端の職員を罰するだけ
でなく、豪華保養所を造り破綻させ数千億を無駄にした責任
者をも、厳しく罰するべきである。まさにざれ言などを言ってい
る暇など無く、来年3月までに5000万件の年金未照合記録の
統合と、10月までに全年金加入者に年金記録を送付するとい
う、重い責任がある。大臣は行政の長として、冷徹にしっかり
結果を出す以外に信頼を取り戻す
ことは出来ない。それは当然、私自
身に還

かえ

ってくる言葉でもあります。

　石原東京都知事と市町村長が年1回公式に直接話し合いを
する、都市町村協議会が平成19年11月9日都庁会議室で開か
れました。
　石原知事のトップダウンで成功したのがディーゼル車の排
ガス規制でした。経済界などの強い反対があったにもかかわ
らず押し切れたのは、石原知事のリーダーシップによることは
明確です。また銀行税の導入を進めたのも、石原知事が故に
可能だったと言えるでしょう。しかし、3期目に入ってほころび
も見えてきました。選挙の公約でもあった低所得者への都民
税減免です。結局実施を見送り、低所得者生活安定プログラ
ムというネットカフェ難民の救済などを歳出として実施するこ
とで決着しました。しかし、選挙公約にすること自体に問題が
あることは早くから指摘されていました。また新銀行東京も融
資資金を回収できなくなっており、さらに横田基地では軍民共
用化の米軍との協議だけではなく騒音問題など地元自治体と
の協議も進んでいません。法人二税の見直しも国で議論が始
まっています。
　今回の都との協議における市町村側の最大の課題は、平成
20年4月から始まる後期高齢者の医療保険制度で、東京都民
は全国平均より約20,000円負担が高くなることへの支援で
す。一方、東京都は地球環境問題として、炭酸ガスの排出規

制や都の街路樹100万本倍増計画及び校庭の芝生化をはじ
めとする緑の再生、さらには国に先駆けて環境税の導入を検
討していることが示されました。席上、私は知事に対し、「東
京都は世界で最も環境負荷の少ない都市・東京の実現を目指
していますが、海外の都市と比較して一番違和感があるの
が、街に溢れる自動販売機です。日本の治安の良さの証明か
も知れないが、24時間電気を使い放題で、防災上も問題があ
り便利さも度を越しているのでは。環境都市東京というからに
はもう少し規制すべきではないか」と発言すると、「日本は経
済中心にやってきたので経済産業省などが壁になるが、良い
サゼスチョン（示唆）をいただいたので、よく検討させます」
と、知事から直接回答を頂きました。自販機の規制は稲城でも
すでに検討を始めていますが、東京
都を中心とした広域的な動きが必
要で、そのスタートになることを願っ
ています。
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2007年稲城10大ニュース

モンゴル国立馬
ば と う き ん

頭琴交響楽団の演奏に感激

183

184

　昨年は4月に統一地方選挙が行われ、7月には参議院議員
選挙もあり、戦後はじめて衆参両院での多数派が異なる政治
状況となりました。稲城市の議会は構成に大きな変化は無く、
安定的で発展的な一年だったと言えるでしょう。それでは、
2007年稲城10大ニュースを発表します。
1　�天皇皇后両陛下ご臨席のもと地方自治法施行60周年の
記念式典が行われ、稲城市が優れた施策を実施した自
治体として総務大臣表彰に輝く。

2　�稲城市が国に提案した「介護支援ボランティア制度」が
実現。順調にスタートし、介護予防事業として全国から
注目を浴びる。

3　�市の人口が80,000人を突破する。国全体は人口減時代
であっても、稲城市では平成22年度には84,000人とな
ることが予想される。

4　�坂浜自治会が管理する上谷戸（かさやと）親水公園にホ
タルが復活し、平成19年6月には10,000人以上の人が
訪れる新名所となる。また公園が国土交通省の「手づく
り郷
ふるさと

土賞」を受賞する。
5　�稲城酒販組合・農協・駒沢女子大学の連携で、「幻の
梨」といわれる品種「稲城」から「梨ワイン」1,000本が
造られ、好評販売される。

6　�小学校就学前のお子さんの医療費が完全無料化され
る。また小・中学生の医療費負担を3割から2割とする助
成制度を開始。

7　�消防団を経験したことのあるOB37人で結成された消防
支援団員制度が、東京では初めて発足する。大規模災害
などで消防団の支援活動に当たる。

8　�市内に天然温泉施設や大型家電量販店及びショッピン
グセンターが次々とオープンする。また南武線矢野口駅
高架下にも商業施設が開店し、商業流出を食い止めるこ
ととなる。

9　�サッカーチーム東京ヴェルデイ1969が、7連敗を喫しラ
モス監督も辞任を考えるところまで追い詰められながら
も勝ち続け、2005年以来J1に復帰を果たす。

10　�平成18年工事予定で入札不調となっていた稲城第三
小学校体育館大規模改修工事
が、2年連続で鉄骨の高騰などか
ら契約不調となる。

　その他、大丸交番が今までの2.5倍の
広さでリニューアルされたなどの話題も
あります。今年も成果を残せるよう頑張
ります！

　昨年の晩秋の一夜、浜松町のメルパルクホールでのモンゴ
ル国立馬頭琴交響楽団のコンサートに誘われました。もう10年
程前のこと、都議会議員の有志がパルテノン多摩の大ホール
で急きょ、馬頭琴交響楽団のコンサートを催すことになり、私
もお手伝いしました。馬頭琴のコンサートは、その時が初めて
でしたが、美しくそして迫力のある演奏と歌に圧倒され、思わ
ず涙が流れる感動を味わいました。そのことが縁で、今回のコ
ンサートに声が掛かったわけです。
　会場に入ると、なんと皇太子殿下が私の席のすぐ近くにお
見えになるではありませんか。殿下はモンゴルとの交流を深
め、モンゴル音楽を愛好しておられるとは聞いていましたが、
一緒にコンサートの席に着けたというだけで、開演前にすでに
私の胸の鼓動は頂点に達していました。馬頭琴は2本の弦と棹
の天辺に馬の頭の彫刻を持つ弦楽器です。他に中琴・大琴・
モンゴル楊琴・打楽器各種とホーミー（モンゴル民族独特の
複雑な発声法による歌唱）も加わった27人の交響楽団です。
　遠くの大草原から、かすかに見える朝日が少しずつ光を増
してくる、そんな中央アジアの大草原を思わせる音色から、コ
ンサートはスタートしました。軽快にして勇壮、その心地よく繰
り出される馬の蹄のようなテンポと変幻しながら伸びていく弦
楽器のメロディーに身も心も包まれていきます。聴衆は、モン

ゴルのオペラの第一人者に情緒を揺さぶられ、不思議な響き
のホーミーに自然と人間の奥深さを味わいます。また日本の
ヒット曲「千の風になって」が艶やかなメゾソプラノで歌い上
げられ、唱歌「ふるさと」が悠然と奏でられ、モンゴルの大草
原を風と共にゆったりと流れるように旅する至福の時間は、
アッと言う間に過ぎていきました。
　皇太子殿下も最後まで惜しみない拍手を送り続けておられ
ました。会場を後にするとき、明日のことを思うとその偶然に二
重の感激を覚えていました。というのも、翌日は天皇皇后両陛
下がご臨席される地方自治法施行60周年の記念式典に出席
することになっていたからで
す。馬頭琴と素晴らしい夜に
感謝感激！
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自民党介護委員会で意見陳述を行う！

来年実現！稲城大橋無料化とスマートインター開通

185

186

　私がリサイクルに関する国の審議会に出席していることは、
このコラムでも度々取り上げてきました。同時に平成19年6月
からは全国市長会の介護保険対策特別委員会委員長を務め
ていることから、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会
と介護給付費分科会の委員も務めています。これらの審議会
はそれぞれ月に2回程度開かれており、できる限り出席してい
ます。そうした事もあって、今年1月、自由民主党の政務調査会
社会保障制度調査会介護委員会〔委員長田

た む ら

村憲
のりひさ

久衆議院議
員〕に出席し、意見陳述する機会を得ました。国会開会中と
あって、昼食時の約1時間半の限られた時間で行われ、私のほ
かには、日本療養病床協会木下毅会長、上川病院吉岡充理事
長、日本医師会天本宏常任理事の3人の医師が、意見陳述を
行いました。 
　テーマは現在370,000床ある療養病床（医療保険適用は
250,000床、介護保険適用は120,000床）を150,000床までと
し、残る病床を漸次老人保健施設に転換することで、医療と
介護の病床をできるだけ区分し、医療費の削減を図ろうという
もので、平成18年の国の医療制度改革での決定事項です。こ
れをいかにスムーズに、また特別の基準を作り、医療を重視し
た介護療養型老人保健施設として移行させるかというもので
した。私は次の4点を主張しました。

① 介護療養病床の再編成は、若い世代へ負担を先送りしない
ことや制度の持続可能性の観点からも必要であり、医療と
介護を明確化し効率化が図れる。

② 療養病床から転換する老人保健施設に適用する介護報酬
や基準は、早期に示すべき。

③ 高齢者の負担となる「療養病床から転換する老人保健施設
の介護報酬」は、高くならないよう配慮願いたい。

④ 国は自治体の実態に考慮して適切なサービスが受けられる
よう必要な措置を講ずること。

　私の隣席には西川京子厚生労働副大臣がおり、30人程の
国会議員が出席していました。国会議員の集まりなので財政
改革などが中心の質疑と思いきや、改革を遅らせる意見が大
半なのには、驚きました。帰り際エレベーターの中で「選挙が
大変だ」という議員の本音を聞きましたが、改革の後退を憂え
るばかりです。

　稲城大橋は平成7年4月、多摩川では唯一の有料橋として
開通しました。都市計画に無かった橋を実現しようとしたた
め、有料とせざるを得なかったのです。しかし1日20,000台の
利用を予測していたところ、13,000台ほどの利用が続き、多摩
川原橋の架け替えの完成によって更に利用が減り、10,000台
を切る状況となりました。そして平成19年は18億円の借入金の
償還となりましたが、14億円の資金が不足する事態となりまし
た。一方昨年、都は、稲城大橋以上に悪い経営状態に陥って
いた八王子市内の「ひよどり山有料道路」の無料化に踏み切
りました。稲城大橋の残りの借金は全体で59億円ありますが、
財政好調の都は「ひよどり山有料道路」と同じように一気に借
金を返済して、東京都道路公社の有料橋を無くす決断をした
わけです。
　私たち地元の稲城・府中両市は、東京都市長会を通じ稲城
大橋の無料化と中央高速道路八王子方向への接続を平成18
年から都に強く求めており、それが実現することとなりました。
他方、稲城市でも稲城大橋からの中央道八王子方向への接
続をこの間、要請してまいりました。しかしこの要請には、八王
子方面からの稲城大橋への接続は建設費が莫大となることか
ら、含まれていませんでした。
　今回発表されたスマートインターチェンジ計画は、東京では

初めての試みで、府中バス停で八王子方面との乗り降りが可
能となることから、一般道を経由して稲城大橋を利用すること
もできます。ETCのみの利用とはいえ、稲城大橋からスマート
インターまでは1.2キロメートル程で、車で約2分で乗り降りで
きるわけです。
　平成20年2月29日、府中市役所で1回目の府中地区スマート
インターチェンジ社会実験準備会が開かれ、私も出席しまし
た。来年には稲城大橋の無料化とスマートインターの開通が
同時に進むことになります。これが実現すると市民の交通利便
性も格段に向上し、負担も減ります。1日も早い実現のために
頑張ります。
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政策集団「せんたく」に参加

額
ぬ か が

賀財務大臣の前で意見陳述

187

188

　幕末に坂本竜馬が「日本を洗濯する」と言って、明治維新に
突き進んで行ったことにならって、知事や市長をはじめとする
首長、地方議員、経済人、学識者からなる「地域・生活者起点
で日本を洗濯（選択）する国民連合」（せんたく）が去る平成
20年3月に発足しました。また自民党・民主党・公明党・国民新
党の国会議員からなる「せんたく議員連合」も同時に発足しま
した。中心となるのは、前三重県知事で早稲田大学大学院教
授の北川正恭氏です。氏は選挙を政策中心のものに変えるた
め、マニフェスト（政権公約）運動を展開し、昨年の統一地方
選挙や参議院議員選挙でマニフェスト選挙が初めて導入され
ました。今回、全国の首長に趣意書を送っており、私は既に北
川氏が進めているマニフェスト運動にも会員として参加してい
ましたので、迷うことなく参加の意志を表明しました。東国原
宮崎県知事も、マニフェスト選挙を実施したこともあって参加
しています。
　「せんたく」の中には五つの分科会が設けられ、第2分科会
は「地域主権」をテーマに「地方政府創造会議」座長・山田京
都府知事のもとに池田弘一アサヒビール会長、立谷福島県相
馬市長、鈴木静岡県磐田市長、宮下香川県善通寺市長、谷口
岐阜県白川村長、國定新潟県三条市長と私の7人の運営委員
が、議論を取りまとめることになります。平成20年3月30日の

「地方政府創造会議」の発足総会は、その日の午後7時の
NHKニュースでも紹介されました。「せんたく」は、三位一体
改革が実質的に地方の裁量権を高める改革とはならなかった
ことから、中央集権的な財政運営ではなく、国民が選択できる
よう国と地方の関係の再構築を目指します。
　私は、「今我が国は年収500万円の人が、1億円を借金して
しまったのと同じで破産寸前である。国民から預かった税金
を、国より地方がより効率的に、しかも満足度高く使えること
を、国民に評価してもらうしかない。また地方分権は国から都
道府県や市町村に留

とど

まらず、市民・国民にまで達するもので、
まさに市民・国民との協働が求められている」と発言しました。
　分権運動は、各自治体が出来
る事から実践し、成果を示すし
かありません！

　今稲城市は、国・地方を問わず「介護支援ボランティア制
度創設のまち」として熱い視線を浴びています。また私も全国
市長会の介護保険対策特別委員会委員長を務めていることも
あり、介護保険や医療保険の問題について、額賀財務大臣と
財務省の財政制度等審議会財政構造改革部会に対してプレ
ゼンテーション（意見紹介）してほしいとの要請がありました。
審議会の会長は、東京証券取引所会長の西室泰三氏で、委
員として読売新聞グループ会長の渡辺恒雄氏をはじめ、経済
界、マスコミ、学識者など我が国の各界の中枢を担っている
方々がメンバーとなっており、稲城を発信する絶好の機会と思
い、引き受けることにしました。
　平成20年4月25日（金曜日）午前10時から正午まで、私と独
立行政法人国立病院機構理事長の矢崎義雄氏の二人がプレ
ゼンテーターで、まず矢崎理事長が「我が国の医療制度改革
への提言」と題し「我が国の大規模病院は欧米と比較して医
師数・看護師数が少なく、診療報酬も低く抑えられている。更
に診療所と病院の診療報酬の比率が、診療所に偏っている。
また今後は、幅広い診療能力を有する総合診療医の育成や、
一般の看護師の上に米国で導入されている、上級看護師制度
も必要である」と提案がありました。
　私は、「介護保険制度の現状と課題から財政の効率化の観

点からから」というタイトルで「稲城市では、職員数削減等行
財政改革を三多摩26市をベンチマークとしながら実施してお
り、PFI手法を図書館をはじめ積極的に導入し、成果を上げて
いる。公立病院の医師不足や経営難が全国で問題となってい
る。さらには介護支援ボランティア制度の意義と、福祉だけで
なく今後は教育・防災・防犯でも地域力の再構築が必要」と訴
えました。
　多くの質問が出された中で「なぜ医療改革が進まないの
か」に対して私は、「診療所と病院の診療報酬体系を見直し、
産科や小児科の勤務医を増やす政策が必要。しかし厚生労
働省の審議会は利害関係委員が多く、利害調整の議論が主と
なり、大きな改革が進まない」と
財務大臣に指摘させていただき
ました。与えられた機会を生か
し、言うべきことは言ったと思っ
ています。
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広報いなぎ
平成20年7月1日号掲載

No.189

広報いなぎ
平成20年8月1日号掲載

No.190

市民の皆様に深くお詫びします

南山東部土地区画整理事業に思う

189

190

　去る平成20年5月29日、元稲城市立病院事務部管理課長
小菅勇を病院の研究費交付金を着服したことにより、懲戒免
職処分としました。本人は同日、多摩中央警察署に業務上横
領の容疑で逮捕されました。また管理監督責任者である市立
病院事務長を減給10％2カ月に、病院長を戒告処分とし、市長
と副市長はこれらに対する統括責任者として減給20％2カ月と
1カ月の減給議案を平成20年6月の定例議会に提出し、可決さ
れました。
　最初に私の所に公金横領の報告がされたのが、平成20年4
月30日の朝でした。まず事実関係を関係職員との間で再検証
した後、午前中に本人を呼び、事実確認のための事情聴取を
行いました。本人が公金横領を認めたことから、告訴の相談に
担当職員を多摩中央警察署に向かわせました。また小菅課長
を当分の間、自宅謹慎処分としました。しかしその日のうちに
本人は失踪状態となり、家族が警察に捜索願を出すこととなり
ました。翌日地方都市で保護されましたが、この事件への対応
は、本人が落ち着くのを待って時間をかけて進めることとしま
した。正副議長には平成20年4月30日の午前に、そして所管の
福祉文教委員会にも、その日の夕方には事件の概要を報告し
ました。
　今回の事件は、管理課長職の人事異動がきっかけで、新管

理課長が書類の改ざんに気づき、病院長をはじめ事実確認を
行ったことから、横領の事実が明らかになりました。内部調査
で確認されている被害額は179万円でしたが警察の裏付け捜
査では40万円が確定しています。しかし管理課長として在席
した4年間のうち平成16年・平成17年度分の書類を本人の指
示で焼却処分しており、事件の全容は警察の捜査を待つこと
となりました。
　このような事件を二度と起こさぬよう研究費の会計処理の
チェック体制を強化し、庁内に再発防止委員会を設置しまし
た。また公金の私的横領という事件を全職員が重く受け止め、
綱紀粛正を強く求めました。失われた信頼を回復するために、
全職員一丸となって努力することを誓い合いました。改めて市
民の皆様に深くお詫び申し上げます。

　私が稲城市議会議員に当選した昭和58年は、稲城の歴史
上最大規模の開発事業である、多摩ニュータウンの向陽台・
長峰地区の造成工事が始まったばかりでした。面積約293ヘ
クタール、人口も29,000人を想定し、稲城の街づくりの起爆剤
とすることを目指していましたが、子供のころ遊んだ野や山が
切り崩されるのは辛いものを感じていました。この事業は新住
宅市街地開発法によって、都心で働く人 に々不足している良
好な住宅を供給することを目的としていました。これに反対す
る地権者もおり、裁判も行われましたが事業は着 と々進んでい
きました。 
  当時南山は、住宅公団が全面買収する開発計画もありまし
たが、買収ではニュータウン同様土地を失ってしまうのでこれ
を拒否し、144ヘクタールを区画整理する大きな計画も示され
ましたが、バブル崩壊と共に白紙となりました。しかし地権者
の多くは、規模を小さくしても、土地区画整理の手法による整
備を粘り強く検討していました。市としては、60メートルの落
差のある危険な崖

がけ

問題の解決や、公園などのまとまった公的
な緑を残し計画的街づくりを進めるには、区画整理事業以外
は困難と判断していました。地権者は平均減歩率68％となっ
ても事業を進める意志を固め、しかも90％以上の同意を民主
的に得て、平成18年4月に組合を立ち上げました。市議会も全

体事業費の5％を支援する予算を、圧倒的多数で平成18年3
月に可決しました。私も平成19年の市長選挙のマニフェストに
「南山に市民グループが提案するコモンズ計画（緑地保全型
住宅）を実現する」と公約し、青年会議所主催の公開討論会
にも臨み、南山について反対している対立候補と激しい議論
を展開しました。
  一方、昭和56年に当時の森市長が、稲城の街づくりの指針と
して稲城市民憲章を起草しましたが、当時の市の計画人口は
140,000人としていました。現在の計画人口は南山の開発計画
を含めても105,000人となっており、市民憲章制定時より、緑
も多く余裕のある計画となっています。
  南山の難しさは、土地の全体
面積の95％は260人にも及ぶ
個人の財産ということですが、
ニュータウン以上に計画的な
街づくりとなるよう支援してま
いります。
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広報いなぎ
平成20年9月1日号掲載

No.191

広報いなぎ
平成20年10月1日号掲載

No.192

稲城の消防体制は単独を維持！

二宮清純氏の講演を聞く

191

192

　今日は防災の日。あの関東大震災から85年が過ぎました
が、稲城の被害は、全壊家屋178棟、半壊家屋276棟、死者3
人という大きなものでした。今年も岩手・宮城内陸地震が発生
し大きな被害を出していますが、東京での大地震発生の確率
は益々高まっています。そんなこともあり、7月30日には市内の
小中学生が体験学習の場としてお世話になっている、長野県
の野沢温泉村と災害時の相互応援協定を締結したところで
す。一方、全国的に市町村合併が進んだことから、同じ市町村
事務である消防組織の合併を総務省は進めようとしていま
す。東京では稲城市と東久留米市以外全て、東京都に消防事
業を委託していますが、東久留米市も平成22年度に委託を決
定しています。稲城市の考え方は以下の通りです。 
① 稲城市の消防職員定数は76人の少数精鋭態勢ですが、火

災等の災害発生件数や救急件数に対して、現状の消防資
機材の整備や消防団を始めとする市民組織との連携で、対
応可能であること。また大規模災害に対しては、東京消防
庁、川崎市消防局、米空軍、陸上自衛隊第1師団とも応援協
定を結んでいること。 

② 仮に東京消防庁に委託すると、現在必要としている常備消
防費7億円に更に毎年3億円を上乗せする必要があること。
また消防庁舎の建て替えを始めとして、都の基準に全て合

わせるため50億円程が必要になること。また職員も40人以
上の増員が求められること。 

③ 稲城市消防は、救急医療届け出制度、緊急通報システム、E
メールによる防災防犯情報システム、救急車内の癒やしの
音楽、アロマテラピー効果のある消毒臭を和らげる「香りの
ポプリ」、緊急消防バイク「赤バイ」、消防団OBで構成する
消防支援団員制度、防災係を消防本部に置き機動力の強
化をはかる等、多くの独自制度を導入してきました。特に消
防事業を都知事ではなく、市民に近い市長の直轄組織とす
ることによって迅速な対応が可能となることは、分権時代の
観点からも重要だと考え
ています。以上の理由で
平成27年度までは稲城市
消防は単独消防体制を維
持することを既に決定して
います。 

　北京オリンピック終了直前に全国青年市長会の総会が開か
れ、北京から帰国したばかりのスポーツジャーナリスト、二宮
清純氏のホットな講演を聞くことができました。 
　テレビでおなじみの二宮氏は映像より痩

そうしん

身で、情熱的に語
り続けました。「1週間北京に滞在し、オリンピックを観戦し
た。野球で星野ジャパンは、韓国に2回も敗北した。日本が勝
てない理由は、向こうはメダルを取れば徴兵が免除されると
いう大きなインセンティブ（方向決定づけ）が働いている。星
野ジャパンは高級ホテル住まいで、飛行機もファーストクラ
スでハングリーさがない。女子ソフトボールや体の大きい柔
道選手でもみなエコノミークラスで頑張っている。 
　スポーツという言葉の語源には「遊び娯楽」という意味が
あるが、日本では「体育」と誤訳してしまった。よってスポー
ツは学校と企業が中心となったため、地域スポーツやクラブ
スポーツ文化が育っていない。サッカーJリーグは、地域主体
でスポーツを地域の公共財として育てていこうとして、雪国
のアルビレックス新潟なども努力し成功しつつある。野球も
楽天・日本ハム・ソフトバンクが拠点地域を持ち観客数を増
やしている。プロ野球もこの流れには逆らえないし、学校と企
業主体は日本、韓国、台湾だけで地域主体は世界の流れだ。
今進めている総合型地域スポーツクラブ設立はこれに沿った

ものと思う。 
　もう一つ旧態依然としているのが国民体育大会だ。日本で
最高のスポーツ大会とうたっているが、いつ・どこでやってい
るのかさえ、一般の人は誰も知らない。もちろんオリンピック
選手など参加していない。支援されている皇族の皆さんにも
失礼だ。国体は4年に1回とし、オリンピックの予選を兼ねるよ
うな改革が必要だ」と。 
　国体を経験した多くの市長は、開催県が総合優勝する仕
組みの矛盾や、施設や開催経費の負担を身をもって経験し
ており、ここで全国青年市長会内に国体改革を検討していく
組織を立ち上げていくことに全員が賛同しました。今後、全
国青年市長会として意見を取
りまとめ、全国市長会に提言す
ることになり、実りある総会と
なりました。 
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広報いなぎ
平成20年11月1日号掲載

No.193

広報いなぎ
平成20年12月1日号掲載

No.194

この秋の一冊 武田邦彦著「偽善エコロジー」

三宅島復興 バイクイベントに参加！

193

194

　昨年の流行語に「偽装」がありましたが、今年に入っても偽
装事件が拡大するばかりです。「三笠フーズ」の事故米の不
正転売に至っては、長年の慣行として行なわれた極めて悪質
な犯罪です。しかもこれらの事実は内部告発が無ければ、国
民は何も知らされることなく、農薬メタミドホスに汚染されてい
た事故米やその加工食品を、食べ続けていたことになります。
また、茨城県つくば市の小中学校に設置した風力発電機が計
画どおりに発電せず、市がメーカーと早稲田大学を相手に損
害賠償の裁判を起こしているケースもあります。「日本の地形
に合う技術は発展途上」（サンケイ新聞）という評価もありま
す。今後「エコ」商品の偽装もだんだんと暴かれ、大きな問題
になっていくことは確かです。 
　私たちは、自分の考え方の正当性や理解を強化するため
や、心情に共感してくれる本を選び、読書する傾向にありま
す。自分の考えと相容れない書物を読むのは、相当な忍耐力
や意志を必要とし、まさに格闘しながら読書をすることになり
ます。私にとって中部大学総合工学研究所教授の武田邦彦
著、幻冬舎新書「偽善エコロジー・環境生活が地球を破壊す
る」がそれに当ります。まえがきで「この本は、これまで続けて
きたウソの環境生活をこの辺で止めよう…表面上は環境にい
いといっているけれど実は自分が得をすればいいのだという環

境から、本当に日本の将来のため、子孫のためになる環境に切
り替える時期ではないかと思い執筆しました」と。そして「レジ
袋を使わない・ただのエゴ。に始まり温暖化で世界は水浸しに
なる・ならない。ペットボトルのリサイクル・よくない。生ゴミを
堆肥にする・危ない。等々一般的に環境施策として実施され
評価されている常識が、ことごとく覆されて、それなりの説得
力をもっています。特にプラスチックのリサイクルは、私も国の
審議会に出席していたこともあり、半分は分別収集しても埋め
立てられていることも事実です。 
　批判はしっかり受け止めながらも、稲城で実施している環
境施策を揺ぎ無いものにする
ために、繰り返し格闘しなが
ら読んでいます。

　今から8年前の三宅島の火山噴火によって稲城市にも110人
程が、4年以上にわたって避難生活を送っていたことは、記憶
に新しいところです。石原東京都知事は、三宅島で暮らす人々
を応援するために、イギリスのマン島のように公道でのバイク
レースを行い復興の手助けにしようとしました。しかし道路の
整備や危険性の指摘から、レースは実現出来ませんでした。
その代わりに「チャレンジ三宅島モーターサイクルフェスティ
バル」を昨年から開催しており、私も三宅島の復興支援になれ
ばと思い、一般参加しました。 
　「平成20年10月16日夜11時に竹芝桟橋から三宅島行きの
東海汽船に乗り込み、東京湾の夜景に送られて出航しまし
た。翌朝5時に島に到着し、さっそくガスマスクを携

けいこう

行する（ガ
スマスクは島の人も実際の使用例はほとんど無いそうです）よ
うに指示され、決められた民宿で仮眠をとり午前9時過ぎにバ
イクを取りに行きました。そして、島をゆっくりとツーリングし、
午後1時に都知事や平野(ひらの)三宅島村長出席のもと開会式
が開催されました。その後島民及び関係者のバイクも含め68
台が島一周のパレードに出発。途中で空中を飛ぶフリースタイ
ルモトクロスのアクロバットや、トライアルデモンストレーショ
ンでもプロの技を楽しみました。パレードでは島の人々の熱烈
な歓迎をいただき感謝感激。夕方出発地点に戻り、コンサート

が開かれ初日は終わりました。夜は平野村長と村会議員、群
馬県嬬恋村長との交流会に招かれ、会場に向かうと、稲城に
避難していた人たちが私を待っており、稲城での生活を感謝
され再会を喜び合うことができました。翌18日は三宅島の空港
で開かれたドラッグレースを観戦し、午後2時過ぎの船で離島
し午後9時近くに竹芝桟橋に到着。翌週バイクを辰巳ふ頭にと
りに行って終了」 
　滞在は2日間でしたが、稲城に避難していた人々が船の見
送りにお土産を持って港に来ていただき、船でテープのお別
れを惜しんだことが、まるで映画のワンシーンのようで熱い想
い出になりました。バイクイベ
ントは、昨年より来島者が減っ
ていることから、バイクにこだ
わらず来島者を増やし、島民
の皆さんが楽しめるイベントに
見直すべきでしょう。
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2008年稲城10大ニュース

ザ・ニュースペーパーを観る

195

196

　昨年の世界のトップニュースは、サブプライムローン問題を
きっかけに証券大手のリーマン・ブラザーズが破綻（はたん）
し、100年に一度と言われる経済危機が表面化したことであ
り、永く人 の々記憶に刻まれることでしょう。それでは稲城10大
ニュースを発表します。 
1　�稲城市が発案し昨年4月から正式にスタートさせた「介
護支援ボランティア制度」は、最高齢94歳の方を筆頭に
登録者が280人を超え、着実に普及する。タイ王国から
も視察団が訪れ、全国で制度化が進みつつある。�

2　�東京都市長会での提言がきっかけで京王線沿線の八王
子市、府中市、調布市、町田市、日野市、多摩市、稲城市
の7市の図書館相互利用が始まる。蔵書総数は約658万
冊となり54の図書館が利用可能となる。�

3　�農業者の指導を受けながら農地を耕作する、市民参加
型の「農業体験農園」（23世帯参加）事業が市内2園で
始まる。また梨ワインに続く稲城の地場産の梅ワインも
販売開始となり、お酒「みのり」と三兄弟が出そろう。�

4　�2年間にわたって契約不調に陥っていた稲城第三小学校
体育館大規模改修工事が昨年ようやく契約となり、3月
までに工事も終了する見通しとなる。�

5　�昨年、稲城大橋の無料化と大橋に近い中央高速道にス

マートインターチェンジ（ETC専用）ができることが発
表され、スマートインターチェンジ社会実験準備会も設
置される。�

6　�6月に若葉台公園内の上谷戸（かさやと）親水公園湧水
池で「上谷戸ホタル観賞の夕べ」コンサートが若葉台住
民中心に開催され、1000人以上の市民が集う。�

7　�昨年は火災発生件数が11件減少し、また救急出場も
273件減少となる。また救急搬送トリアージも試行開始
する。�

8　�駒沢学園女子高等学校硬式野球部が女子の甲子園とい
われる第12回の全国大会で見事優勝を果たす。�

9　�平成18年に設立された南山東部土地区画整理組合の事
業に反対運動が起こり、脅迫メールなども飛び込んで
くる。�

10　�元病院管理課長による公金横
領が明らかとなり、懲戒免職処
分とする。�

　他にヴェルディJ2降格もありました
が、七転び八起きで頑張ります！

　昨年の暮れ、銀座博品館劇場に、巷で人気の社会風刺コン
ト集団ザ・ニュースペーパーを観にいきました。結成して20年
になるというコント集団は、TVにはあまり出演せず、歴代総理
のモノマネで知る人ぞ知る人気グループです。昨今の経済不
安や政治状況のなか、このところ人気と注目は日増しに高まっ
ており、公演チケットがなかなか手に入らない状態で、今回の
公演も追加チケットをやっと入手することができました。 
　劇場の観客を眺めると、団塊の世代の方々を中心とした中
高年が圧倒的で、男女の比率は同じくらい。若い人たちの姿
は…それなりにいらっしゃる。幕が開くと義太夫の世界、吟ず
るはグループのリーダー渡

わたなべ

部又
ま た べ え

兵衛、三味線ならぬギターは
谷
たにもと

本賢
けんいちろう

一郎。9人のメンバーで演じられる世界は2008年1年
間の世間を騒がせた事件の数々。消えた年金、毒入りギョウ
ザ、有名料亭の残った料理の使い回し、汚染米、北京オリン
ピック、居酒屋タクシー、福田総理の辞任スピーチ「あなたと
は違うんです」発言等々、走馬灯のように小気味良いテンポ
で見せられると、これらの出来事すべてがこの一年間に起
こったという事実に複雑な気持ちを抱かざるを得ません。一
年の振り返りが済むと、真骨頂の政治風刺コントが次から次
へと繰り出されてきます。扮装も表情も見事なモノマネです
が「鼻筋は通っていますが話の筋は通っていない小

こいずみじゅんいちろう

泉純一郎

です」と、ちょっとヒネッタ自己紹介も欠かしません。返す刀で
野党にも手厳しく、民主党鳩山幹事長は「オタク」扱いだし、
売れに売れた小

こ ば や し た き じ

林多喜二の「蟹工船」も「工作船」と言い換
えるギャグも飛び出す始末。酸いも甘いも知る観客は大爆笑 
　そういえば社会風刺コントというのは、テレビ放映の創成期
である今から50年程前、朝の番組で「おはようチンパン」とい
うチンパンジーがその日の朝刊をみながら記事を評するもの
や、クレージーキャッツの「おとなの漫画」や古

こ こ ん て い し ん ち ょ う

今亭志ん朝の
「サンデー志ん朝」、コロンビア・トップライトの時事漫才など
が頭をよぎります。そして今、ザ・ニュースペーパーが輝いて
います。5月21日から「調布せ
んがわ劇場」でライブもあり
ます。ぜひ出かけてみては。
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稲城市の将来人口伸び率は全国5位！

今、政治のリーダーシップが問われている！

197

198

　今、平成21年度の予算議論を進める市議会が、開会された
ところです。稲城市ではこの厳しい時代でも、市税収入は今年
度予算が138億9,400万円だったものが来年度は、142億
6,600万円（3億7,200万円2.7％の増）に伸ばすことができまし
た。また、一般会計総額も269億8,800万円で2.6％の増とな
り、今までで最大の予算となりました。他の自治体では法人市
民税の落ち込みによって、予算編成に苦労したところもありま
すが、稲城市では法人の比率が低く、しかも温泉やアメリアな
どの商業施設も増えたことから、それほど大きな影響はありま
せんでした。今年の10月には、410席のホールを兼ね備えた若
葉台駅前の文化センターもオープンします。中央図書館に続
き、事業を拡大することが可能なのは、PFI方式を導入してコ
ストを抑えていることもありますが、それ以上に人口増により市
民税や固定資産税が順調に伸びていることによります。 
　昨年暮れに、国立社会保障人口問題研究所の、将来人口
推計が発表されました。2035年の全国1805の市区町村の人
口が示され、98％の市区町村で人口が減少し、全国平均では
13.4％のマイナスとなっています。そのような中で稲城市は人
口伸び率27.1％で全国5位となりました。東京都の中では断然
のトップで2位が中央区で21.9％、それに続き港区と府中市で
17.7％となっています。お隣りの多摩市の場合は、8.5％のマイ

ナスとなっています。 
　稲城市の人口増加の要因は、多摩ニュータウンはもちろん
のこと、南武線の高架事業など、街づくりを積極的に進めてき
た結果といえます。特に南山東部土地区画整理事業や上平尾
(かみひらお)及び小田良(こだら)などの土地区画整理事業等も
重要です。もちろん人口増によって、学校を造ったり福祉施策
を進めたりと必要な施策も増えますが、商店経営一つとってみ
ても、人口減地域に比べれば恵まれていることが分かります。
また、京王線稲城駅への急行停車などは、人口増がないと困
難な状況です。100,000人都市を目標に、緑や農業もあり、市
民一人ひとりの顔の見える
規模の街づくりを目指して
いきます。

　いよいよ新年度がスタートしました。稲城市の予算の詳細は
広報4月15日号をご覧頂きたいと思いますが、特別会計も含め
て過去最大の500億7700万円で前年度比2％増となりました。
経済対策や生活支援対策などを含め、国、地方あげてリーマ
ン・ショックをどう乗り越えていくのかが問われています。稲城
市として定額給付金は、消費活性化と生活支援の二つの目的
のために、少しでも早く漏れなく給付するために全力で取り組
んでまいります。私自身も商工会発行のプレミアム商品券〔稲
城生き活き(いきいき)商品券。6月1日発売予定）〕を購入する
などして、市内商業の活性化に役立てることができればと思っ
ています。また市議会も、党派を超えて全会一致で予算に賛
同もいただきました。 
　それにしても、政府、特に麻生総理の発言や対応には腹立
たしさを覚えるほどです。定額給付金一つ取ってみても、自
分が受け取れないような給付金制度は進めるべきではないの
です。そのことがようやく分かったのか、3月2日に前言を翻し
て総理自身が受け取ることを約束しました。この間の総理官
邸は、市レベルより政策形成能力が低いと疑わざるを得ませ
ん。予算を作ればまずマスコミから、そして次に議員から激し
い質問攻勢にあうことは明らかです。前言を簡単に翻すこと
は信頼を失う行為であり、更に大失態した大臣を友達扱いし

更迭しないのは、リーダーとして重大な判断ミスと言わざるを
得ません。 
　ブッシュ政権を批判し続け、昨年ノーベル経済学賞を受賞
した、ポール・クルーグマン博士は、米国は2兆ドル程度の財
政投資と金融機関の不良資産の明確化を求めていました。オ
バマ政権の出した答えは1兆ドルに届かないものとなり、結果
として金融危機も株価下落も収まりそうにありません。我が国
政府は、危機管理の目測を誤りつつあります。世界経済の落
ち込みは深刻なもので、一つや二つの内閣で持ち直せるほど
甘いものではないということです。一方で民主党小沢代表が
らみの「政治献金疑惑」が
急浮上しました。今こそ政
治の信頼回復のために、
しっかりとしたリーダーを
選ばないと、それこそ日本
沈没の危機に陥ります。一
日も早い総選挙を願うばか
りです。
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稲城市が住みよさ日本一に！

小金井市の可燃ごみ受け入れの経緯について

199

200

　春になると、自治体に関する様 な々データが公表されます。
3月23日には、国土交通省から公示地価が発表されました。
東京都の住宅地における地価変動率は、都道府県別では最も
下落率が大きく、マイナス6.5％でした。そのうち23区はマイナ
ス8.3％、多摩地域はマイナス4.9％と差がありますが、多摩地
域で最も下落率が大きかったのは武蔵野市で、マイナス
9.0％でした。一方、下落率が小さかったのが町田市と多摩市
で、最も小さかったのは稲城市のマイナス2.7％でした。これ
は市内で進む土地区画整理による開発事業が下支えをしてい
るといえます。 
　次に3月24日、東京都は、住民基本台帳に基づく2009年1月
1日の65歳以上の老年人口が249万人と、前年比で3.3％増加
したことを発表しました。また、都民の平均年齢は43.4歳で、
前年比で0.2歳高くなりました。市区別では台東区が46歳と最
も高く、最も低いのは稲城市で40歳です。ニュータウンや土地
区画整理事業区域に子育て世帯が増えていることによります。 
　さらにもう一つ、老舗の出版社、東洋経済新報社が、全国
784都市（東京区部は1市としてカウント）を対象とした「住み
よさランキング2009年版（※）」を発表し、稲城市は堂々の日
本一に輝きました。従来の手法から通勤圏を考慮した新方式
での達成となります。住みよさランキングは、各都市の住みよ

さを安心度、利便度、快適度、富裕度などにかかわる各種社
会経済指標（全都市のデータを母集団とする偏差値の平均）
から評価したもので、新方式は、住民の生活行動の空間的な
広がりを反映しており、20％反映すると稲城市はトップで、
10％の場合でも2位となります。また、従来方式でも2008年が
27位だったものが12位に上昇しています。特に稲城市は、快
適度が続けてトップとなっており、一方、利便度は従来方式で
659位と低位置となっています。これは市内に商業施設が少な
いことなどが大きく影響していますが、ここ数年の商業施設の
進出を見れば、今後は向上していくものと思います。このデー
タからも稲城市は、東京都の
みならず、全国で最も活力あ
る街といえるでしょう。 
※「住みよさランキング2009
年版」の内容は、3月初旬か
ら東洋経済オンラインなどで
取り上げられた速報によるも
のです。

　家庭から排出されるごみ（一般廃棄物）の処理は、市町村
に義務付けられており、最も基本的でかつ重要な仕事といえ
ます。ところが小金井市は、新ごみ焼却施設の建設場所の決
定ができなかったことから、西多摩衛生組合や柳泉園組合な
どから支援を拒否される事態となりました。このことの責任は
全て小金井市に帰せられるわけですが、放置することができ
ない事態となりました。東京都総務局・環境局、東京都市長会
からも多摩川衛生組合（狛江市・府中市・国立市・稲城市）の
管理者である私に支援の要請がありました。また、稲葉小金井
市長からも直接「助けてほしい」と話があり、東京たま広域資
源循環組合（25市1町でエコセメント施設と最終処分場を運
営）の管理者を務めていることもあり、「多摩は一つ」の精神の
もと、多摩地域の自治体が支援する以外にないと意を決しまし
た。平成21年4月17日に正副管理者会議、多摩川衛生組合議
会全員協議会の開催をお願いし、また地元自治会の対応など
を行い、組合に余裕のある土曜日分、年間2,000トンの受け入
れを決定しました。 
　振り返ってみると、平成3年に私が市長として仕事を始めて
間もない頃、東京都副知事と府中市長の突然の来訪を受け、
「府中市の可燃ごみを多摩川衛生組合で受け入れてもらえな
いか」という要請がありました。府中市・小金井市・調布市の

ごみの焼却処理をしていた二枚橋衛生組合は、小金井市住民
と議員の強い反対と、調布飛行場の関係で焼却場の煙突の高
さも制限されることから、炉の建て替え計画が行き詰まってい
ました。当時、多摩川衛生組合では、95トン炉2基の190トン炉
への建て替え計画がありましたが、発電などのサーマルリサイ
クルができないという課題を抱えていました。そこで炉の規模
を150トン炉3基の450トンとし、発電や稲城市立病院への熱
供給や灰溶融施設を併設し、東京都の用地を活用することな
どを盛り込み、府中市を受け入れるという計画変更に踏み切り
ました。結果として二枚橋衛生組合の行き詰まりを打開してき
たという経緯もありました。 
　私は、多摩川衛生組合を
代表して早期に新焼却場計
画を決定するよう、小金井市
長に強く申し入れました。
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稲城市立病院の経営改善は正念場！

市民との協働で犯罪発生件数が低減！

201

202

　市民の命に関わる病院事業は、市立病院の存廃をめぐって
市長がリコールされた銚子市の例を挙げるまでもなく、最も重
要な施策と言えるでしょう。 
　稲城市立病院は290ベッドに増床し、平成10年7月に完成し
ました。各ベッドに窓が付く構造になっており、地震に強い免
震工法を全国の公立病院で最初に導入しました。各階に図書
室も完備しており、南側は景観にも優れ、アメニティー（環境
などの快適さ）にも配慮しています。また、誰でも医療に「もの
申せる」市立病院アドボカシー（患者の権利擁護）相談室を設
置し、病院の信頼を高めています。更に全国でも例のないごみ
の焼却の余熱を1.2キロ離れたクリーンセンター多摩川から引
き込んでおり、年間4千万円程の冷暖房などの経費やCO2の
削減に寄与しています。 
　一方、全国の公立病院は経営悪化に苦しんでおり、全体の
90％以上が赤字決算となっています。お隣の日野市立病院で
は、平成20年度の病床利用率は62％、8億円の単年度赤字と
なり累積赤字は59億円にのぼっています。そのため経営改善
に向け、病院再建経営専門監に、前副市長を就けています。
稲城市では、病院を維持するために、約5億円を毎年投入して
います。平成10年から平成17年までは順調に黒字経営が続き
ましたが、診療報酬の引き下げや医師不足などにより、平成18

年から赤字となり3カ年で1億7千万円の累積赤字となっていま
す。また、病床利用率もかつては90％を超える年もありました
が、平成20年度では82％まで下がりました。ただ、内部留保
資金は現在でも37億円ほどあります。 
　本年6月から4層5階建て、340台の駐車場建設をPFI方式の
活用により進めています。これにより行政が直営で行うより
63％コストを下げることができます。また、平成23年を目標に、
温水プールのある（仮称）健康プラザと、最新の医療機器を備
えた健診センターの建設を進めていきます。これらが完成す
れば、病気の予防・健診・治療・リハビリを一貫して行う拠点
となります。 
　一

いちじょう

條院長は、病院経営改善のために、関連大学病院と交
渉し、必要な医師の確保を図りました。経営を安定させ、市
民に更に信頼される
病院とするために
も、今年が正念場と
思っています。

　かつて防犯は、逮捕権や捜査権を持つ警察の専管分野で、
防犯協会が一般市民の支援団体として組織されている程度
であり、私ども一般行政は直接関与していませんでした。しか
し、以前は考えられなかったような凶悪犯罪も発生するように
なり、また外国人による犯罪も増加したことから、警察・行政・
市民が一体となって、犯罪の予防活動を強めることが10年ほ
ど前から求められてきました。そこで稲城市でも、平成17年2
月に安全安心まちづくり推進協議会を立ち上げ、多摩稲城防
犯協会をはじめ多くの市民団体に加盟を頂き、防犯パトロール
の実施や防犯講演会など、活発な活動が始まりました。市で
は、防犯グッズの給付や青色回転灯の付いた防犯パトロール
カーの貸し出しも行い、現在では81のボランティアグループが
防犯活動を行っています。7月13日には市内一斉防犯パトロー
ルも実施し1,235人の参加がありました。防犯の呼びかけだけ
ではなく、「汚れた街やごみが捨てたままで放置している街は
犯罪の発生率も高い」とのことから、ごみ清掃や放置自転車の
チェックもお願いしました。また7月から屋根に青色回転灯を
付けた、警視庁管内では初めての、市職員用防犯パトロール
バイクも3台動き出しました。 
　市民の皆さんによる防犯活動の活発化によって、稲城市内
の刑法犯罪発生件数は、平成16年がピークで1,277件だった

ものが、平成17年は1,087件で約15％の減となり、平成20年に
は783件と約39％の大幅減となっています。安全安心まちづく
り推進協議会は、毎年窃盗犯・侵入窃盗犯・刑法犯全体の目
標数値を出し、その達成度合いも検証しています。例えば犯
罪発生時間帯は、午前6時から午前9時が24％・午後6時から
午後9時が29％で最も高く、その時間帯のパトロール強化など
を図ってきました。 
　かく言う我が家も10年程前、夏の真夜中に施錠しなかった
ことが原因で、現金を盗まれました。その翌年の夏もついつい
施錠を忘れ、被害に遭いましたが、恥ずかしくて警察への連
絡は一瞬ためらってしまいま
した。防犯には用心が第一
であることを、身をもって知
りました。
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稲城市立中央図書館が準グランプリ獲得！

歴史的 政権交代から 政権運営へ！

203

204

　稲城市立中央図書館は、平成18年7月に東日本では初めて
のPFI（民間の資本や技術を活用する手法）方式を導入した
図書館としてオープンし、多くの市民の利用を頂いています。
また昨年から始まった京王線沿線7市の図書館相互利用に
よって他市の市民利用も拡大しました。公共施設は造れば終
わりではなく、掛けた費用に対して、どれだけ利用されたかと
いう結果が、より重要になります。同じ考え方で京王線若葉台
駅前に建設中の新文化センターの i プラザも、PFI方式を導
入しました。また年度内完成予定で今、工事に入っている市
立病院駐車場も、PFI方式により、建設費が直営より63％も安
く契約できています。 
　そんな中で雑誌「日経コンピュータ」が主催する「ITジャパ
ンアワード2009」で中央図書館のPFI事業者である稲城図書
館サービス株式会社のPFIプロジェクトが準グランプリを受賞
しました。グランプリ（経済産業大臣賞）は三菱東京UFJ銀行
の「システム本格統合プロジェクト」で、2,500億円を投入し
た大プロジェクトであることからも、準グランプリは大いに胸
を張れるのではないかと思っています。この賞の対象は、優れ
た情報システムを構築・活用し顕著な成果を上げた企業及び
団体が対象となります。中央図書館には、新しい取り組みがい
くつかあります。その一つとして蔵書のすべてにICタグを取り

付けたことです。このことで通常一週間程度必要な開架図書
14万冊の棚卸しが、1日で済み、紛失も0.2％以下に抑えられ
ています。もう一つは24時間貸し出しサービスの実施です。イ
ンターネットや携帯電話で予約した本の受け取りを、貸出ロッ
カーを通して行うもので、利用者にロッカーの暗証番号を通
知する仕組みとなっています。また自動書庫の取り組みも斬
新と言えます。通常かなりの待ち時間が必要なものを、数分
で図書が渡せます。 
　人口6万人から8万人の都市では「貸し出し冊数全国1位」
を達成しました。既に多摩地域では1位となっており、iプラザ
の図書館もスタートすれば市民一人当たり図書貸し出し冊数
日本一も夢ではありません。

　8月30日に行われた衆議院選挙で、自民党は4年前獲得し
た300議席から119議席に議席を激減させ、308議席獲得した
民主党に第一党の座を明け渡す大敗北を喫しました。現憲法
下で、第一党が交代しての政権交代は初めてのことで、歴史
的な日となりました。自民党の敗北は予想されていましたが、
ここまでの大敗北は、想定外でした。4年前小泉総理が「自民
党をぶっ壊してでも郵政民営化を果たす」として、戦った郵
政選挙では、自民・公明両党合わせて3分の2以上の331議席
という絶対的な議席を確保したことからすると、信じがたいほ
どです。 
　この4年間の失点を挙げてみると、まずひ弱で、政権担当能
力や責任意識に欠ける総理大臣を選び、しかも政権を投げ出
してしまったことでしょう。次に郵政民営化後に求められてい
た、年金改革や公務員改革、地方分権改革などの改革を進め
ようとしなかったこと。またバブル経済崩壊後の失われた15年
による経済的疲弊や格差が進んでいたにもかかわらず、有効
な手立てを打たなかったこと。そして決定打が麻生総理の「本
当は郵政民営化には反対だった」発言に見られるように本来
なら小泉構造改革路線の総括を示すべきところを、何の説明
も無く方針転換したことです。このことは、300議席をもらって
いる事実に唾を吐きかける無責任極まりない発言であり、政治

不信を深め、国民の怒りを買ったと言えるでしょう。 
　政権を担っている政党や首長は、結果としての実績を問わ
れます。政権にチャレンジするものはマニフェスト（公約）を示
し、選挙での勝利とともにその実行を問われます。民主党のマ
ニフェストを実行するうえで最大の課題は財源問題です。また
官僚主導の政策決定から政治主導の政策決定を主眼に掲げ
ています。国民に見えない埋蔵金等情報公開を徹底し、一般
会計、特別会計の無駄を精査し国民に示し、優先度の高い事
業に振り向けることです。止まっていた公務員改革や地方分
権改革も待ったなしです。すでにステージは、実行できる政権
力を有するかどうかに、移っ
ています。 
　有言実行、それが期待に
応える唯一の道です。
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待望のｉプラザオープン

ビヨンセの歌と踊りに圧倒されて！

205

206

　10月18日にオープンしたiプラザは、坂浜、長峰、若葉台地
区などの市民の皆さんが利用できる複合施設として計画され
ました。当初、UR（旧公団）は、候補地として現在パソコン
ショップが建っている用地を計画していましたが、稲城市とし
ては、利便性の高い用地を求めURと交渉を行い、2年ほど時
間は掛かりましたが、駅前の一等地の移譲を受けることがで
きました。そんなこともあり、若葉台の街開きから10年を過ぎ
てのオープンとなりました。またiプラザはPFI方式（民間の資
金や技術を活用する手法）を導入しました。建設費に26億8
千万円、維持管理に20年で46億6千万円（毎年2億3千万円）
見込んでおり、市直営に比べると約11％のコストダウンを図っ
ています。また利用者の増減で契約金も増減する方法を取っ
ています。 
　計画決定まで苦労したのがホールの客席数です。多摩市や
調布市、川崎市などの周辺自治体のホールの規模や市民人口
などを勘案すると、稲城市の場合、新ホールの適正規模は300
席という調査結果が出されたからです。市議会からも、また社
会教育団体からもホールの席数を増やしてほしいという強い
要望を受け、全体の建設面積やランニングコストを勘案し410
席まで拡大しました。800席とか1,000席以上の事業は、今ま
で通り駒沢学園のホールを借りることが可能です。iプラザ

ホールは静けさを表すNC値が20で、一流のコンサートホール
と同等の性能を有します。グランドピアノは世界最高級のスタ
インウェイを1,800万円で購入しました。図書館も市内6館目と
なり40,000冊の蔵書を有しています。また小さなギャラリーも
設置されており個展も楽しめます。更に市内の公共施設では
初めてインターネットでの予約も可能となっています。 
　今月も開館記念のコンサートをはじめ多くのイベントが予定
されていますので、まずは一度足を運んでいただければと思
います。車での来場も近隣の駐車場の利用が可能です（ただ
し有料）。稲城市とは縁の深い国際的指揮者小

こばやしけんいちろう

林研一郎氏の
コンサートも夢ではなくなり
ました。

　今、最もホットな女性として世界中から注目を集めている歌
手、ビヨンセ。アメリカ初の黒人大統領が誕生した夜に行われ
た大統領就任祝賀ダンスパーティで、オバマ大統領夫妻が披
露したダンスの歌を唄った歌手と言えば、気が付くかもしれま
せん。ちなみにオバマ大統領と同じくビヨンセも混血で黒人、
白人、そしてアジア人の血も流れています。 
　そのビヨンセが製作にも名を連ね、出演していた映画「キャ
デラック・レコード」を先日偶然観て来ました。映画は、ブルー
スの発祥の地シカゴで当時中心的役割を果たしていた「チェ
ス・レコード」を舞台に、現代ポピュラー音楽の原点ともなって
いる黒人音楽、シカゴブルースの黄金期を作り上げた数々の
ミュージシャンたちの波乱に満ちた人生を描いたものです。そ
んな黄金期を築いた一人の黒人歌手（エタ・ジェイムズ）をビ
ヨンセが演じているのですが、そのパワフルな歌唱力には、度
肝を抜かれるほどでした。まさに圧巻で、ぜひビヨンセのライ
ブを一度見てみたいと思っていました。その後、名古屋の友人
からビヨンセが来日しているとの連絡を受け、チケットを取っ
てもらい、さっそく埼玉スーパーアリーナまで足を運びました。
やはりライブは映画以上の迫力で、2時間近くのパフォーマン
スを疲れを知らず踊り、歌い上げるビヨンセに圧倒されてしま
いました。自身のすべての肉体を使ったあのパワーはどこから

来るのか、人種の違いとはいえ同じ人間とは思えない程という
のが率直な感想です。肉体の中心から沸き起こる力を、決して
出し惜しみせず、自分のやるべきことをやりきる潔さには、多く
の人 を々魅了するエンターテナーとしての素晴らしさを感じま
した。またコンサートの終わりの方で、亡きマイケル・ジャクソ
ンに捧げた歌には胸がジーンと熱くなり、ビヨンセの優しさが
伝わってきました。 
　武道の世界では、厳しい稽古の中で、師範からいつも「まだ
まだ力が残っているぞォ！踏ん張れ！」と叱咤激励の声が飛び
ます。ビヨンセを見ていて
その言葉が頭から離れ
ず、思わず拳をぎゅっと握
り締めていました。
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2009年稲城10大ニュース 

木村恵泉女学園大学学長から聞く
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208

　昨年アメリカで政権が代わり、初めて黒人大統領が誕生し
ました。国内でも戦後初めて本格的な政権交代が行われまし
た。それでは稲城10大ニュースを発表いたします。 
1　�生涯学習活動及びコミュニティ活動の新たな拠点として
複合施設iプラザがオープンする。410席のホールと図書
館も併設されている。�

2　�平成21年5月に国内で発生した新型インフルエンザは、
秋になって市内でも流行する。強毒性に変異することに
備えて、市立病院西側に陰圧診察室2室、その他陰圧テ
ント3張を用意する。�

3　�国立社会保障・人口問題研究所の発表によると、稲城市
の2035年の人口は97,000人となり東京では伸び率
トップで、全国でも5位に当たる27％の増となる。また
今年度予算も、最大の269億円で市税も2.7％の伸びを
見込む。�

4　�リーマンショックに対する緊急経済対策として、10％の
プレミアム付き商品券1億4,000万円分発行のための補
助を商工会に行う。また小中学校体育館の耐震改修や、
文化センターの大規模改修も予算化する。�

5　�市税などのコンビニエンスストアでの納付をスタートさ
せ、利便性の向上を図り、また国民健康保険税の納期を

7期から9期に拡大することで、1回当たりの負担が緩和
される。�

6　�保育園の入園待機児解消と幼保一元化を目指し、矢野口
地区に「認定こども園」を開園し、66人の受け入れが可
能となる。�

7　�京王よみうりランド駅から新設された読売巨人軍の室内
練習場までの新設道路が完成する。「よみうりV通り」と
命名され、歩道には読売巨人軍監督や選手の手形が埋
め込まれており、プロ野球ファンの新しいメッカとなる
ことが期待される。�

8　�耐震偽装マンションとして取り壊されたグランドステー
ジ稲城がグランデサラ多摩川と名前を改め建て替えが
完了し、入居することができるようになる。�

9　�雨よけ屋根に青色回転灯を取り付けたミニバイクが、警
視庁管内で初の青パトバイクとして市内を走り始める。�

10　�南山土地区画整理事業に対する反対請願が市議会で
不採択となり、事業推進を前提に、緑スペースの拡大
などの協議が始まる。�

　今年も目標に向かって全力虎（トラ）イを目指します！

　インフォームド・コンセントという言葉を、市民の皆さんは耳
にしたことがあると思います。「医師が患者に対して病状や治
療内容を説明する」といった意味で使われています。この言葉
もこの10年ほどの間に広まってきた概念ですが、それ以前はほ
とんど知られていませんでした。11月17日の産経新聞で恵泉
女学園大学の木

き む ら り ひ と

村利人学長の「インフォームド・コンセント30
年」という記事を目にしました。早速連絡をとり、稲城市立病
院と稲城市医師会の共催で、講演会が実現しました。 
　「30年程前、私はインフォームド・コンセントについて日本医
師会のドンと言われた武

た け み た ろ う

見太郎会長に紹介しました。しかし武
見会長は医療は医師が進めるべきものという考えで、イン
フォームド・コンセントの必要性を受け入れてくれませんでし
た。しかしご自身が慶応大学病院に入院したことで、その体験
から必要性を理解してくれるようになりました。その後イン
フォームド・コンセントの考え方は広がりましたが、医療につい
ての医師からの説明と患者の同意ということだけではなくて、
治療方法や予後のリスクなどすべてを説明することや、何より
患者自身が医療を選択できる環境をつくることが重要です。医
療側が法的に自己防御するためのものではない。バイオエシッ
クス（生命倫理）に基づき、命について決めるのは本人の権利
という考え方が、根底に必要になります。 

　市立病院というのは様 な々可能性がある。アメリカでは市民
の寄付が大きな力になり、地域が病院を支えている。そして、
病院祭りなどで地域と患者さんと病院が交流を深めていま
す。稲城市立病院の患者中心の医療の理念と方針は評価でき
るので、より具体化する道筋を明確にすると更に光ってくると
思われる」と。 
　現在、稲城市立病院では、入院患者さんへインフォームド・
コンセントを実施する際、「音声記録システム」という手法を
取り入れることを検討しています。説明内容を録音し、患者さ
んに記録として提供しようとするものです。このような取り組み
について木村学長からも「医療機関の信頼を高めるためにぜ
ひ実現を」とのアドバイスも頂き
ました。
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広報いなぎ
平成22年3月1日号掲載

No.209

広報いなぎ
平成22年4月1日号掲載

No.210

新政権の「子ども手当」政策を問う！

稲城大橋無料に！そして新年度始まる

209

210

　昨年の衆議院選挙で民主党は、マニフェストの第1項目に
「子ども手当・出産支援として、年間312,000円を支給する」こ
とを掲げました（平成22年度は半額）。これらの財源は、「税
金の無駄遣いを改め生み出す」としています。しかし事業仕分
けで財源3兆円を捻出するつもりでいましたが、結果は1兆円に
も届かないものとなり、財源問題で迷走が始まりました。そこ
で今まで支給していた児童手当（月5,000円または10,000円・
所得制限あり）の地方負担分を、そのまま子ども手当の財源と
することを、厚生労働省は一方的に決定しました。これに対し
て全国市長会を始め、地方6団体は強く抗議しましたが、国に
押し切られてしまいました。民主党政権は「地域主権社会」を
表明し、しかも国と地方の協議の場をつくることもマニフェスト
で謳

うた

っていたはずです。この問題は引き続き、平成23年度も
国・地方の大きな争点になることは明らかです。 
　また子ども手当は、子育て支援事業の一環であり、保育所
の増設や幼保一元化を始め、子育て支援や少子化対策全般
を総合的に推進すべきものです。また巨額の子ども手当を、
いったい、いつまで、どのような目標をもって実施するのか、説
明する必要があります。少子化対策と言うならば出生率の目標
数値を設定し、事後に検証することは、制度設計上当然のこと
ですが、このような根本的な議論もされていません。 

　私は平成10年10月1日号「時代への視点No.75」で、清
せ い け

家慶
応大学教授の講演を紹介させていただきました。氏は「我が
国では昭和40年代から結婚した夫婦の間には2.2人の子供が
生まれている。少子化の原因は若い女性が結婚しなくなったこ
とにある。しかもヨーロッパの結婚制度は壊れているが、日本
では結婚しないと子供を生まない社会である（婚外子は1％程
度）。結婚制度を壊すことは別の問題を引き起こす」と語って
から早11年。未婚率は増え続け、状況は悪化するばかりです。 
　新政権は少子化対策を目標にする以上、若い人を結婚に向
かってもらう雇用対策や、「結婚手当」も含めた、施策の総合
的な検討が必要であることは明らかです。

　稲城大橋は鈴木都政の最後の事業として、平成7年4月に
開通しました。そして東京都道路公社が、運営を行ってきまし
た。有料橋となったのは、もともと都市計画の無いところに橋
を架けようとしたためで、「有料橋であれば」実現可能という
条件が、都から付いたことによります。地元市としては、何とし
てでももう一本橋が必要なことから、受け入れてきました。し
かし無料化への運動も実り、工事の都合で早まり3月15日か
ら、多摩川原橋や是政橋同様に、無料の一般橋となりました。
中央高速に乗るためのETCの設置も進めており、市民の皆さ
んの利便性は大いに高まるものと思っています。また稲城大橋
から1.2キロほど離れた地点に予定されている、八王子方向へ
の乗降可能なスマートインターチェンジは、関係する住民との
話し合いが行われており、早晩建設時期も明らかになるものと
思われます。 
　新たに今日から始まるのは、市立病院の立体駐車場のオー
プンです。市立病院西側に340台の駐車が可能となります。病
院利用者以外の無断利用が後を絶たなかったことや、受益者
負担の観点などから、有料駐車場とすることとなりました。診
察を受ける方は、駐車から30分まで無料、それ以後5時間まで
200円で、バス代と同じくらいのコストを負担していただくこと
になります。また病院東側の駐車場のあったスペースでは、今

年中に（仮称）健康プラザ及び健診・外来棟の建設工事に入
る予定です。完成は、平成24年春となります。 
　一方で南武線の高架化工事は、平成17年10月に一期工事
が完成し矢野口駅もバリアフリーの駅に生まれ変わり、全線の
完成が平成23年春となっていました。しかし、昨年11月に突如
東京都から、踏み切りの除却に3年、工事全体完成まで5年工
期が延びることが伝えられました。実は昨年6月工事全体が遅
れ気味であることから、都の建設局長に私自身直接面会を求
め、工期に遅れは無いか確認したところ、「平成22年度完成を
目指し鋭意進めている」との答えを得たばかりでした。稲城市
行政も議会も都に裏切られたような思いであり、とてもこれを
受け入れることはできません。都議会議員とともに力を合わ
せ、全力で工期短縮の交渉を進め
ます。
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広報いなぎ
平成22年5月1日号掲載

No.211

広報いなぎ
平成22年6月1日号掲載

No.212

iバス料金値下げ！ 今年の市予算の特色

作家立松和平氏の死を悼む

211

212

　本年度の稲城市予算の概要は、広報いなぎ4月15日号をご
覧いただければと思います。ここでは二点について触れさせて
いただきます。
　一点目は、iバス事業についてです。iバスの運行は平成14年
から始まり4路線で年間35万人の方にご利用いただき、庶民
の足として定着してまいりました。決算も平成20年度は266万
円の補助金だけで運行できており、平成21年度も300万円程
度で済みそうで、職員一人分の人件費以下で収まることになり
ます。また時代は、諸物価や市民の皆さんの収入もマイナスと
なるデフレであり、少しでも市民負担を軽減することが求めら
れています。そこで、年内には大人200円・子供100円の運賃
を大人170円・子供50円の15％・50％の引き下げを行う予算を
組みました。また若葉台駅周辺も新しい稲城の核となりつつあ
ることから、京王相模原線若葉台駅と、小田急多摩線はるひ野
駅をつないで欲しいという要望も強く、若葉台駅を経由する稲
城市立病院・はるひ野駅間の新路線を運賃の引き下げにあわ
せ、運行することにしております。新路線には上谷戸体験学習
館があり、そこでは春には鯉のぼりをあげ、夏には蛍を観賞で
き、秋には農産物の収穫祭などが行われています。また特に
来年3月までには、是政橋から川崎街道に交差する新しい道
路が開通の予定となっており、南武線高架化工事が終われ

ば、南武線南多摩駅と西武線是政駅ともつなぐことが可能と
なります。
　二点目は、ふれんど平尾の利用問題です。旧第五小学校と
旧第八小学校の統合により、旧第八小学校が廃校となりまし
た。当初から廃校とされた学校施設を市民の財産として、大
きな改修をしないで多目的に最大限活用していくことを基本
方針としました。そして平成16年から、福祉や社会教育の複
合施設として利用してきました。しかしここで都の多摩建築指
導事務所から、使用について建築基準法上の制限が示され、
2階以上の利用を制限せざるを得なくなりました。利用者皆様
にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。本年度予
算で少しでも利用しやすくなるよう工夫し、来年度以降につい
ては、しっかりした議論をし、計画を立てていきたいと思って
います。

　私が立松和平（たてまつわへい）さんと初めてお会いしたの
は、今から26年前の市議会議員に初当選したばかりの頃で、
立松さんの原作の映画「遠雷」の上映会を、稲城で行いたい
というのがきっかけでした。上映会当日、わざわざ稲城の中央
公民館まで足を運んでいただき、予定に無かった講演も引き
受けてくれました。「遠雷」では栃木県の農村に新しい団地が
建ちはじめ、農村が変容していく様を描いており、多摩ニュー
タウンの入居を目前に控え、稲城の置かれている状況と似て
いたことから、上映会を企画したものです。立松さんは「栃木
の私の田舎も稲城も同じような状況だね。都市郊外というの
は、人間の体に例えると、かさぶたみたいなんだよ。新しい価
値観と旧来の価値観がぶつかりあって血を流し、痛みを伴う
んだよ」と少し悲しげな表情で話されていたことが、脳裏に焼
きついています。その後も著名な作家が集まる会などにも呼ん
でいただき、自然に対する思いや、都市農業へのアドバイスな
どもいただきました。
　そんな立松さんが、去る2月8日多臓器不全で62歳という若
さで逝ってしまいました。友人を通じて心臓の手術を受けたと
いう話は聞いていましたが、あまりに突然の出来事で残念でな
りません。そして3月27日に青山葬儀所において、作家の北

きたかた

方
謙
けんぞう

三氏を実行委員長として「立松和平さんをしのぶ会」が、多

くの友人や関係者の出席のもとに行われました。北方謙三氏
に始まり、作家の三

み た ま さ ひ ろ

田誠広氏、辻
つじいたかし

井喬氏、映画監督の高
たかはしばん

橋伴
明
めい

氏、文芸評論家の黒
く ろ こ か ず お

古一夫氏などの弔辞があり、献花が行
われました。葬列に参加をされている方 を々見るだけで、立松
さんの幅広い活動を知る思いでした。また団塊世代がこれか
らいかに生きるかにも熱心で、NPO法人ふるさと回帰支援セ
ンターの理事長として、ふるさと再生のために活動する人の支
援活動も行っており、これからという時でした。
　立松さんは、私が市長として仕事をスタートさせるに当たっ
て素敵な書を送ってくださいました。「花のように山のように」
です。立松さんの優しさや強さが伝わってくる書で、在りし日
をしのびながら改めて心に刻ん
でいます。
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広報いなぎ
平成22年7月1日号掲載

No.213

広報いなぎ
平成22年8月1日号掲載

No.214

事業仕分けいよいよ稲城市で実施！

憲政史上初、多摩地域から総理誕生 しかし？

213

214

　政権交代を遂げた鳩山政権は、普天間基地移転問題での
迷走や政治と金の問題、更に高速道路の無料化などマニフェ
スト通りに実行できないことで、国民から多くの批判を浴び総
理退陣となりました。一方、公益法人などを対象にした事業仕
分け第2弾を行い、70法人82事業の仕分けを行い、38事業が
廃止となりました。事業仕分けは、天下り問題や、税金の無駄
遣いの排除という観点から多くの国民から支持されたと言える
でしょう。
　この事業仕分けを稲城市でも、7月24日（土曜日）午前9時
半より地域振興プラザで実施いたします。今のところ直接の事
業費が50万円以上の事業で、事業の範囲や経費などについて
市の裁量余地のある21から22事業を対象に、3班に別れ3つの
会場で行う予定です。1事業40分程度で事業概要の説明、質
疑応答、評価結果公表を行う予定です。もちろん傍聴は自由
です。仕分けの区分は、
①　廃止すべき
②　民間が実施
③　国・都が実施
④　市が実施（民間活用の拡大、市民と協働化を推進）
⑤　市が実施（改善が必要）
⑥　市が実施（現行どおり）

となっています。この事業仕分けの模様や結果は市ホーム
ページや広報、ケーブルテレビなどでお知らせいたします。メ
ンバーは、コーディネーター1人、仕分け人4人で、各班に一人
ずつ稲城市行政改革監理委員のメンバーが入り、その他はす
べてシンクタンクの「構想日本」から専門家を派遣していただ
きます。
　稲城市では、行政改革推進のチェック機関として行政改革
監理委員会を平成8年に設置し、5人の委員に継続的に議論
をいただいてきました。「構想日本」は国の事業仕分けを推進
してきた実績もあり、また稲城市は「構想日本」が実施してき
た他市の事業仕分けも視察し、主催をする講演会やシンポジ
ウムなどに私自身も参加してきました。
　行政改革監理委員のみならず、市議会でも常に厳しく、事
業の目的やコストや成果を問われて
きています。今回の事業仕分けの目
的は、専門家でしかも稲城市外の人
の目から、稲城市の施策がどのよう
に判断されるのかということです。多
くの市民のご来場をお待ちしており
ます。

　鳩山総理に代わって6月4日に、菅直人新総理大臣が誕生し
ました。東京からは宰相がなかなか出ないと言われていました
が、鳩山一郎総理以来ということになります。しかも世襲議員
でもなく、選挙区は武蔵野・府中・小金井の東京18区というこ
とで、東京の三多摩地域を地盤とする総理大臣の誕生は、憲
政史上初めてのことになります。三多摩地域は、最後まで幕府
側で抗戦した、新撰組の隊士を生んだ地であります。また明治
に入ってからは、自由民権運動の拠点であり、明治藩閥政府か
ら疎まれた地域だったことからすると、歴史的な出来事と言え
ます（三多摩地域の都市基盤整備などが遅れてきたのは、こ
のことと関連するとの指摘もあります）。
　菅直人氏は、1980年に行われた衆議院議員選挙で初当選
を果たしたことは、周知のことです。私は稲城市議会議員に
1983年に当選したこともあり、市議時代から交流はありまし
た。当時はバブルの真っ盛りで、日本の都市の土地問題などに
ついて、スウェーデンのように公有地化を図ることなど、意見
交換したこともありました。そんな縁もあって1991年に稲城市
長選挙に初当選した時には喜んでいただき、立川駅近くのお
店で、伸子夫人や私の妻共々食事をご馳走になったこともあ
りました。
　菅総理は、初の国民の審判を仰ぐ今回の参議院議員選挙

で、現実を重視する姿勢を示すため、消費税率の引き上げの
意向を示しました。しかし低所得者への税の還付の所得基準
を巡って、鳩山前総理同様に発言がブレ、国民はその統治能
力に疑問を抱く事態となりました。結果は、参議院選挙大敗
北、与党過半数割れとなり政局も不透明感を増しています。
総理が掲げる「強い経済、強い財政、強い社会保障」は相矛
盾しており、政策ではなく単に願望をスローガンにしたにすぎ
ません。日本経済は増税に耐えられるほど回復したとは、とて
も思えません。まず「景気回復とデフレからの脱却」を優先し
て結果を出すしかありません。
　多摩から初めて出た総理です。衆参のねじれも、腹を据
えて「日本の明日のために必要
なことは実行する」という高い
志で、頑張ってもらいたいもの
です。
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広報いなぎ
平成22年9月1日号掲載

No.215

広報いなぎ
平成22年10月1日号掲載

No.216

クリーンセンター多摩川 塩酸漏
ろ う え い

洩事故発生

不明百歳高齢者とコミュニティーを考える

215

216

　9月1日の今日は防災の日。災害は自然災害ばかりとは限りま
せん。今年私が直面した最大の危機は、6月15日に発生したク
リーンセンター多摩川（多摩川衛生組合）の塩酸漏洩事故で
す。午前6時40分、ごみ処理受託会社の職員が汚水処理槽近
くで警報機の吹鳴を確認しました。現場に入ってみると塩酸の
臭気が蔓

まんえん

延しており、大事故の可能性もあることから、可燃ご
み焼却炉の運転を緊急停止しました。原因は、塩酸を送るパ
イプのバルブのボルトが、塩酸の漏洩によって腐食割れを起
こし、塩酸が噴出したことによるものでした。
　3日間ほど洗浄を続け、あわせて電気機器に異常があると火
災などの二次災害をもたらすことも考えられたため、電気設備
の絶縁抵抗測定や配線の交換を実施しました。復旧には、新
しいバルブを特注で製作しなければならず、2カ月はかかると
予測をたてました。
　クリーンセンター多摩川のごみピットは、6月いっぱいで満
杯となることから、早速7月から他の市や一部事務組合にごみ
処理をお願いすることになりました。1日の家庭系ごみ処理量
340トンのうち、多摩ニュータウン環境組合（多摩市・八王子
市・町田市）100トン、柳

りゅうせんえん

泉園組合（東久留米市・清瀬市・西東
京市）90トン、西多摩衛生組合（羽村市・青梅市・福生市・瑞
穂町）100トン、国分寺市20トン、日野市30トンを引き受けてい

ただきました。そして、事業系の可燃ごみは民間の清掃工場に
委託しました。またクリーンセンター多摩川で引き受けていた
小金井市のごみ、年間6千トン・日量30トン程については、再
委託ができないことから、小金井市と日野市等で直接契約し
てもらうことで対応できました。
　結局1カ月半の焼却炉の停止で済みましたが、原因究明は
第三者のコンサルタントに調査を委託し、数名の専門家の意
見を聞きながら、これからも続けていきます。かかった費用は6
億円以上となります。財源は繰越金と小金井市からの受託料2
億8800万円を充てますが、多摩川衛生組合全体の年間の可
燃ごみ処理費15億円からすると、莫

ばくだい

大な金額となります。ただ
人的な災害とならなかったことには胸をなで下ろしています。
　「三多摩は一つなり」の心で支援いただいた自治体に心か
ら感謝します。

　報道によると、全国で百歳以上の所在不明者は、279人に
のぼったとのことです。稲城市では最高齢者が107歳で、百歳
以上の方は17人いらっしゃいますが、全員の所在が確認さ
れ、すべての人が医療や介護保険に関係していました。我が
国では、行

こうりょ

旅死亡人という、行き倒れや自殺などで身元が分
からず引き取り手のない死者が毎年千人以上います。また厚
生労働省によるとホームレスは全国に16,000人もいると言われ
ており、地域でこのような不明者を生む原因は、家族関係の希
薄化と地域コミュニティーの弱体化に行き着くと思います。
　千葉大学の広

ひ ろ い よ し の り

井良典教授は昨年「コミュニティーを問い直
す」（ちくま新書・第9回大

お さ ら ぎ じ ろ う

佛次郎論壇賞受賞）の中で詳しく分
析しています。
　戦後の日本社会とは、一言で言えば「農村から都市への人
口大移動」の歴史であったが、都市に移った日本人は「カイ
シャ」そして「（核）家族」といういわば閉鎖性の強いコミュニ
ティーをつくっていった。経済のパイが拡大する時は好循環を
つくった。しかし社会が成熟化・多様化すると個人の孤立化を
招き、ムラ社会の単位が個人にまで縮小し、孤立度が高まっ
ているのが日本社会ではないだろうか。…また日本は国際的に
みても「社会的孤立」度の最も高い国とされている。「ウチとソ
ト」の落差が大きいため自分の所属するコミュニティー以外と

の交流の少ない点では先進国で際立っているとしています。
　これから地域社会で必要なことはコミュニティーの再構築
でしょう。稲城市では、私たちのコミュニティーの基礎である自
治会などの地域組織を大切にし、育てていきます。またNPO
などの都市型の目的をもち、個人の意思によって参加する活
動も支援していきます。そしてプライバシーに対する過剰な考
え方が地域活動の阻害要因にもなっていることから、地域コ
ミュニティーを日本人の常識ラインまで戻すことが必要でしょ
う。稲城市では、今年から「市民ボランティアポイント制度」を
立ち上げますが、新たな、地域活動への参加のキッカケづくり
を目指していきます。
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広報いなぎ
平成22年11月1日号掲載

No.217

広報いなぎ
平成22年12月1日号掲載

No.218

これからの10年の「基本構想」決定！

市民の皆様にお詫び申し上げます

217

218

　行政が仕事をする時、行き当たりばったりではなく、計画的
に進めていくことが求められており、長期総合計画「基本構
想」は議会の議決が義務付けられています。稲城市の計画行
政は1975年から始まっています。そして第三次の「基本構想」
に引き続き稲城市の将来都市像を「緑につつまれ、友愛に満
ちた市民のまち、稲城」とし、第四次も変更することなく同一と
しました。また稲城市では、基本構想を議論するうえで「絵に
描いた餅」にならないようにするために、財政計画も同時に公
表しています。またより多くの市民の皆さんの声を聞くために
懇談会なども行い、市民会議や審議会の委員も公募してきま
した。審議会や市民会議に参加され、またご意見などを頂きま
した多くの市民の皆さんに感謝申し上げます。
　9月から始まった定例議会では特別委員会が設置され、3日
間にわたって詳細な質疑が行われました。
　計画では、人口は現在の8万4千人から9万2千人に増加す
るとしています。増要因は南山や上平尾の土地区画整理事業
が進むことや、南武線の高架化などによって土地利用が図れ
るものと予測しています。緑の問題も議論され、相続税制の関
係で生産緑地の減少は避けがたいが、土地区画整理事業に
よって公的な緑地は多く確保が可能との指摘もされました。日
本全体が人口減社会を迎える中、稲城市がこれからの10年で

1割近い人口の増が図れることにより税収が増え、福祉・教育
を含めた諸施策を前進させることも可能で、全体のバランスを
図っています。
　最終的には議長を除く議員21人中14人（新政会、公明党、
民主党、生活者ネット、無所属）の賛成多数をもって可決、決
定いたしました。今後は総合的な行政計画とするために、具体
的な計画の中身をつめるための議論を重ね、年度末には第四
次稲城市長期総合計画として仕上げていきます。また3年を一
つの単位とする実施計画も同時に立て、更に毎年度の予算は
議会の議決を求めるということになります。先の景気を予測す
るのが困難なため、中間時に計画の点検をし、必要に応じ見直
しを行い、現実と計画の乖離を
修正していくことになります。

　昨年の12月と本年の2月に私が管理者を務めます、狛江市、
府中市、国立市、稲城市の4市のゴミの焼却事業を行っている
多摩川衛生組合（クリーンセンター多摩川）において有害ごみ
（乾電池・蛍光管）の焼却試験を行いました。今回の試験は多
摩川衛生組合の職員の発案により、業務改善の一環として北
海道まで搬送して処理する現行の方法から、経済性の観点と
新たな有害ごみ処理方法の模索として実施されました。多摩
川衛生組合では実施に際し、廃棄物処理法上有害ごみの処
理方法が特に規定されていないことから、単独で実施としてし
まいました。しかし事前に地元市民の皆様や、関係自治体・機
関、特に東京たま広域資源循環組合や日の出町に報告するこ
となく、拙速に実施したことを深く反省しております。また飛灰
をエコセメントの材料として搬送したことも、分別の徹底とい
う、東京たま広域資源循環組合と日の出町との公害防止協定
にも反しており、このような実証実験そのものを行うべきでな
かったと思っております。このたび間違った判断で有害ごみの
焼却試験を行い、多くの方にご迷惑をおかけした責任を取り、
私は、東京たま広域資源循環組合ならびに多摩川衛生組合の
管理者を辞職いたしました。そして再発の防止策をはじめその
他の不適正処理について、多摩川衛生組合の様 な々問題点を
調査・検証する事故等調査委員会を、4市の副市長・相当職で

発足させました。
　今稲城市内で、4路線のiバスが一日約1,000人の市民の足
として使われています。利用者も年々増加傾向にあり、赤字幅
も減りつつあります。そのような状況から、本年5月の本紙面
で、市内を走っているiバスの料金を、年内には大人200円を
170円に、子供100円を50円に値下げすると書かせていただき
ました。しかし稲城市立病院と小田急多摩線「はるひ野駅」を
結ぶ新路線は、川崎市側にも入ることなどから、協議・調整な
どに時間を要し、年内実施は困難となってしまいました。新路
線と料金値下げが遅れますことをお詫び申し上げます。また、
新路線運行のための新たなバスにつきましては、坂浜の冨永
重芳様のご寄附により来年2月
中に納車されることから、新路
線と新バス料金体系も3月中に
実施してまいります。
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広報いなぎ
平成23年2月1日号掲載

No.219

広報いなぎ
平成23年3月1日号掲載

No.220

2010年稲城10大ニュース

迷走する子ども手当

219

220

　昨年は尖閣諸島での中国漁船の領海侵犯・衝突事件と、そ
れに対する政府の対応の悪さに厳しい批判が向けられまし
た。また経済も、ギリシャなどのユーロ圏の財政危機の影響を
受け大変厳しいものとなりました。
　さて地方分権時代を迎えた中、平成22年稲城10大ニュース
を発表いたします。
1　�今後10年の稲城市におけるまちづくりの基本理念となる
第四次長期総合計画「基本構想」が、議長を除く21人の
議員中14人の多数をもって可決。

2　�かねて要望していた稲城大橋が4月に無料化され、ETC
ゲートも9月に2レーン設置される。

3　�市立病院では4月に新駐車場をオープンするとともに、
患者サービス向上のため医療現場録音システムを設置
する。また市立病院の隣にクリーンセンター多摩川（多
摩川衛生組合）の余熱を活用した温水プールなどの健
康施設と、放射線治療や病児保育なども実施できる健
診センターの役割を担う一体型施設建設に着手。

4　�より一層効率的な行財政運営を実施するため、また行政
の説明責任の徹底と職員の意識改革のため事業仕分け
を実施。

5　�今や行政の世界では稲城市の顔となっている介護支援ボ

ランティア制度が、日本ヘルスサポート学会賞を受賞。
6　�大丸用水取水口の開閉を、稲城消防署で遠隔操作でき
ることとなる。ゲリラ豪雨対策で速やかな対応が可能と
なる。

7　�多様な保育ニーズに対応できる駅前型保育園とも言わ
れる、東京都認証保育所が2園オープンする。また市立
第一保育園・私立ひらお保育園・私立向陽台保育園の定
員を増しての建て替えや増改築も始まる。

8　�稲城市で緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練が実施
され、東京都隊を含む静岡県隊、山梨県隊、埼玉県隊の
148隊837人が訓練に参加する。稲城市では道路陥没
などのリアリティのある訓練内容となる。

9　�住民基本台帳に登録されている100歳以上の不明者が
全国で続出したが、稲城市では全員把握できる。

10� �クリーンセンター多摩川で廃乾電池・廃蛍光管の焼却実
証実験と指示のない廃蛍光管の焼却が問題となり、最
終的には廃乾電池と廃蛍光管をクリーンセンター多摩
川に持ち込まないこととする。

　本年もより良い結果を出せるよう任期一杯頑張ります。

　平成23年2月4日に全国青年市長会を中心とする若手の市
長5人（松阪・大和・浦安・加西市長と私）が集まり、枝野官房
長官と自由民主党の谷垣総裁に直接会う機会をいただきまし
た。ところが、「子ども手当の財源を、地方が負担するのは看
過できない」という要請内容が官房長官に知れたのか、当日ぎ
りぎりのところでキャンセルとなってしまいました。
　一方、自由民主党は谷垣総裁自ら出席し、30分に渡って総
裁室で意見交換をすることができました。この様子は、当日午
後7時からのNHKのニュースにも流れ、私も出ていたと後に
なって友人から連絡をもらいました。
　私たちの主張を要約すると次のとおりです。
① 子ども手当は導入の経緯から見て、全額国費をもって充て

る事業である。
② 地方負担の決定に当たって、地方の意思が反映されていな

い。
③ 子ども手当支給に要する地方負担導入は、法律上の手続き

を無視している。
④子ども手当制度は「地域主権」に逆行している。
　子ども手当は、稲城市だけでも22億円（平成23年度予算計
上）に上る支給を国が一方的に決め、財源も求めてくること
に、憤りさえ感じます。更に長期的な財源確保のめどもなく消

費税頼りというのも、マニフェスト違反であり、しかも実際に上
げた分の消費税収入が入ってくるのは、早くても4年から5年は
かかることは間違いありません！
　私たち地方自治体の中でも特に都市部は、いま保育園など
の待機児解消に全力を挙げています。しかし、国からの財源
手当は全く見通しが立ちません。しかも消費税が入ってくるま
での間、どのように凌げというのでしょうか。
　稲城市は税収減の中、来月から認可保育所の定員を62人
増やします。また、幼稚園が運営する認定こども園や、認証保
育所・保育ママなどの認可外保育施設にも支援しており、更
にどのようにして待機児解消を図るのか苦慮しているところで
す。子ども手当は、裕福な家庭にも均一に配られていることか
ら、半分は貯蓄に回っていると言わ
れており、今必要な経済成長のた
めの需要拡大にもあまり役に立っ
ていません。優先すべきは手当より
諸施設の整備であることを申し上
げておきたいと思います。
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広報いなぎ
平成23年4月1日号掲載

No.221市民運動家の総理が日本を駄目にする！221

 　昨年のこの「時代への視点」214号で三多摩初の総理誕生
を「高い志で頑張って」と、エールを送りました。しかし菅総
理は30年以上職業政治家を務めていても、「市民運動家」時
代から一歩も進歩していないことが明らかになりました。私
が、当時、衆議院議員だった菅総理と最初に懇談した際「こ
の人は目の前にいる生身の人間に興味を持てない人」という
ことを直感しました。他者に興味のない人が、人の心を理解
できるはずもなく、人間の集団である組織など動かせるわけ
がありません。しかも市民派や市民運動家を今も標榜してい
るということは、市民運動の駄目さや悪さが国政運営に反映
されていると考えれば、現状全てが解釈できます。市民運動
といえば市民の利益を代表しているようなイメージですが、実
態は一方的な意見や主張をすることが多々みられます。いわ
ば「市民」と言いつつ一部の利益や権利しか目に入らないの
です。政治家ましてや総理大臣ともなれば、全体を見渡しな
がら財源なども踏まえ利害や主張を調整し、結果に責任を持
つことが最も重要です。しかし諫早湾の河口堰、八ツ場ダム
問題でも視野狭

きょうさく

窄に陥っています。尖閣諸島の領土問題で
は、無責任そのものであり市民運動家の30年前と変わってい
ません。
　稲城市でも12年ほど前、知的障害者施設を造ることに反対
の市民運動が起こりました。理由は「地価が下がる」・「一般
市民に危害が加えられる可能性がある」というものでした。私
のところにも手紙、ファクス、メール、面会等様々な手段で
迫ってきました。しかし私は、障害のある子供をもつ親御さん
の苦労を思うと反対派の意見を受け入れることはできません
でした。最後には福祉施設職員経験を有する革新系の議員

等と共に「行政は時間をかけて話し合うべきだ」というもっと
もらしい主張を繰り返したことを思い出します。この施設は開
設から9年を迎え、今や地域障害者福祉の拠点となっていま
す。菅総理が市民運動家から脱却する可能性はゼロです。即
刻の退陣を求めたい。国民と国のため！
　さて本欄の入稿後東日本大地震が起こり、本市もその対応
に追われています。稲城市消防本部は平成23年3月13日に、
福島県相馬市に独自の判断で救助工作車と給水車を派遣し、
物資も送りました。政府の原発事故に対する「最悪を想定し
ての危機管理」が出来ていない原因は上述のとおりです。亡
くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、国の総力をあ
げての復興努力を求めたい。
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20年間ありがとうございました！
前稲城市長  石川 良一

　平成3年4月、3人目の稲城市長として前市長から引き継いだ第2次長期総合計画

を実現することを目標に、私の市長生活が始まりました。ところが２年もしないう

ちに計画と現実の乖
かい り

離がはなはだしくなり、市税収入が毎年10%以上伸びていく

はずが、横ばい状態となりました。既に株も土地もバブルがはじけ、日本経済はデ

フレに入っていたのです。そこで長期総合計画の見直しを行いました。人口も平成

13年には10万人を突破するという計画や財政計画も大幅に修正しました。また中

央図書館や教育センターなどの建設計画も、先送りや中止としました。ただ市民の

生命と健康の拠点としての、市立病院の建て替えは実施しました。計画立案中の平

成7年1月阪神淡路大震災に見舞われたことから、大型の病院としては全国で初め

て、免震工法を採用しました（本年3月11日の東日本大地震でも、医療資機材すべ

てが保全され、力を発揮しました）。

　平成13年度から始まった第3次長期総合計画の10年は、人口計画も計画7万6千

人に対して8万4千人を達成しました（昨年秋の国政調査によると稲城市の5年間の

人口伸び率は10,9%で東京では1位、全国の市の中で3番目となりました）。また

PFI方式を活用し、市立中央図書館、若葉台駅前複合施設 iプラザや市立病院駐車

場も完成し、建設費も運営費もコストを下げることができました。また市立小中学

校の耐震化もすべて終了しました。そして介護支援ボランティア制度発祥の市とし

て、全国に情報発信しています。また市民の足として平成14年から始まった iバス

運行も今年は、路線の新設と料金値下げも行いました。残す大型建設事業の（仮

称）健康プラザは、来春完成します。そして南武線高架化は年内に下りの立川方面

は完成します。課題はまだまだありますが、私の使命である第3次総合計画はほぼ

達成できたと思っています。

　最後になりますが、安政年間の大地震は3年ほど続きました。危機管理の要諦は

「危機の特定、評価、理解、対応と情報の管理」と言われています。怠りないこと

を願っています。20年間支えていただいた市民の皆様に感謝申し上げ、筆を置か

せていただきます。ありがとうございました。
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	 主な著書	 「青年よ故郷に帰って市長になろう」読売新聞社
	 	 「地域から日本を変える」（株）清水弘文堂書房
	 	 「青年市長ニッポンの新世紀」（株）河出書房新社
	 	 「稲城の覚悟」（株）ウェイツ

	 住所	 〒206-0822		東京都稲城市坂浜562
	 電話&FAX	 042-331-3164
	 携帯電話	 090-3475-7989
	 携帯 　	 ishikawa.ryo1@docomo.ne.jp
	 　 	 ishikawa.ryo1@gmail.com
	 	 www.facebook.com/ishikawa.ryo1.TI
	 H.P	 http://ryo1-inagi.com/

	本文イラスト	 高橋美加（稲城市内在住）
	 デザイン	 ヒットスタジオ


