
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あけましておめでとうございます。今年の抱負はいかがですか？今年もまた「戦争と平和」に関する課

題が大きな問題になろうとしています。この地球上に人類が生存できなくなるほど地球環境が悪化して

いる中で、米国・ブッシュ政権は、アフガン爆撃につづいてイラク爆撃を準備しています。国連による核

査察のいかんにかかわらず、米国の意にそわないイラク・フセイン政権を崩壊させようとしています。 

 

● 石油のために血を流すな！ 

今、世界中の人々が、ブッシュ政権のイラク爆

撃に反対して、戦争 NO！イラク爆撃反対！の声

をあげています。アメリカではかつてのベトナム戦

争以来といわれる反戦・平和のうねりが高まって

います。 

ブッシュ政権の「戦争中毒」は、国内の経済問

題や貧困、政府内の腐敗などから国民の目をそ

らすため、またイラクの石油資源確保のためだと

言われています。 

小泉政権は来年度予算（案）で国債発行 36 兆

円 4450億円（国民1人当り 350万円）もの借金を

する中で、イージス艦を派遣して、イラク爆撃を支

援しようとしています。憲法で否定している集団

的自衛権にふれる支援にほかなりません。 

 

私たちは今年も“戦争と平和”のあり方を考え、

世界の人々と連帯・共同して、戦争 NO！イラク爆

撃反対！地球環境を守ろう！と反戦・平和のうね

りを大きくしていきたいと思います。 

昨秋の市議選では、大激戦の中、再び議会に

送り出していただ 

きました。市民の

みなさんと連携・

協働して平和と環

境豊かな自治体

づくりをめざし奮

闘します。今年も

変わらぬご支援・

ご協力をお願いし

ます。 
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発行 吉野信次と市政に参加する1000人の会 

住所 松戸市新松戸3-137松栄ビル3階 松戸住民ひろば内 

電話・ファックス 047-349-2132  E-mail shinji-1000party@msj.biglobe.ne.jp 

郵便振替口座 00130-0-76000 http://www5b.biglobe.ne.jp/~matsudo/ 

 

1000人の会第6回総会 – 関心のある方、どうぞご参加を！

▼ 日時日時日時日時    ／／／／ 2003 2003 2003 2003年年年年 1111 月月月月 18181818日（土）日（土）日（土）日（土）PM 1PM 1PM 1PM 1：：：：30 30 30 30 ～～～～ 4 4 4 4：：：：30303030    

▼▼▼▼    場所場所場所場所    ／／／／    松戸女性センター・ホール松戸女性センター・ホール松戸女性センター・ホール松戸女性センター・ホール    

▼▼▼▼    内容内容内容内容    ／／／／    ・この・この・この・この 4444年間をふりかえって年間をふりかえって年間をふりかえって年間をふりかえって    ・市民が主人公のまちづくりを目指して・市民が主人公のまちづくりを目指して・市民が主人公のまちづくりを目指して・市民が主人公のまちづくりを目指して



市議選後初めての市議選後初めての市議選後初めての市議選後初めての 12121212月議会は、月議会は、月議会は、月議会は、12121212月月月月 10101010日から日から日から日から 24242424日まで開催されました。一般質問に立った議員は日まで開催されました。一般質問に立った議員は日まで開催されました。一般質問に立った議員は日まで開催されました。一般質問に立った議員は

29292929名。吉野はトップバッターで、名。吉野はトップバッターで、名。吉野はトップバッターで、名。吉野はトップバッターで、12121212月月月月 11111111 日に日に日に日に 4444点の質問点の質問点の質問点の質問をしました。をしました。をしました。をしました。    

■「超低投票率」どう改善できるか？ 

質問質問質問質問 ①大激戦の市議選、最低の投票率をどう分析

しているか。②都市地域の低投票率況を改善できる

方策は。  

市長市長市長市長 ①②都市部における低投票率状況は、どこも

似た傾向。有権者の投票行動の意識調査では、同じ

自治体に長期間居住している人ほど投票の割合が高

くなっている。「市民による市民のための豊か

なまちづくり・未来づくり」や「市民が身近な問

題を、自分達の発想で解決していく、自由で

生き生きした活動を促進していく」ことが必要

で、市民と行政のパートナーシップの強化に

努めていきたい。 

■なぜ、介護保険料の値上げを？ 

質問質問質問質問 ①市民参加の策定活動はできたか。

②保険料の値上げの根拠は。 

社会福祉担当部長社会福祉担当部長社会福祉担当部長社会福祉担当部長 ①高齢者保健福祉計画

及び介護保険事業計画改定には、市民アン

ケートや介護保険利用者アンケート、市民会

議の開催、策定委員会への市民公募委員の参加等

で反映してきた。②介護給付費準備基金 6億 8000万

円は、今後の給付状況を見るため取り崩さず、現行基

準額 2620円を 200円アップの 2820円で提案した。 

評価評価評価評価 国の指導で、準備基金を取り崩さず、200 円の

値上げを提案。昨年10月から高齢者の病院での窓口

負担が引き上げられ、4月からは年金額の削減も計 

      

画されている。高齢者の悲痛な声を聞くべきだ。 

■ 公設・民営の学童保育所で保育の充実を！ 

質問質問質問質問 ①学童保育所に対し、行政が早期に支援をし

なければならない諸施策は。②望ましい運営形態は。 

児童家庭担当部長児童家庭担当部長児童家庭担当部長児童家庭担当部長 ①サービスの供給基盤の強化と

標準化、利用者の多様なニーズへの対応。②事業主

体は松戸市、運営主体は社会福祉法人、

NPO 法人との提案が、検討委員会から

出されているので、早期に検討していき

たい。 

 

■ 地権者・市民参加で東松戸のま

ちづくりを！ 

質問質問質問質問 ①破産・破たんの紙敷土地区画

整理事業に対する行政責任は。②今後

の再建策づくりの展望は。 

都市緑化担当部長都市緑化担当部長都市緑化担当部長都市緑化担当部長 ①公共性の高い事

業で、市は深く関わってきた。最善の努

力をしてきたが、バブル経済崩壊の影響

で事業は著しい悪影響を受けてきた。批判は重く受け

止めている。②12 月 1 日の総会で新理事が選出され、

再建のための基本的課題等について協議していく。

今後、地権者参加のまちづくりを進めていきたい。 

評価評価評価評価 市は、依然として破産・破たんの責任内容を掘

り下げていない。これまでの責任のあり方を吟味しな

ければ、過ちを再び犯すことになるのではないか。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

傍 聴 席 か ら    津曲東和子（五香西）

 

吉野さんの一般質問は、2期目で気持ちも新たに、トップ

バッターで 4 点の質問をされました。しかし、どの答弁も

主体性なしの答弁ばかりで、「あくび」ものでした。午後

遅れて席についたところ、トシタロー議員の質問に対す

る川井市長の答弁で、重大発言の途中でした。五香に

ある「ふれあい 22」に関しての賃料問題で、市長がトシタ

ロー議員より 1000万円の金員の要求をされたこと。この

要求は、本土寺参道問題に関連する訴訟合戦から生ま

れてきているとのこと。その後、トシタロー議員からは反

論なしで、長い休憩に入りました。重大発言だけに、顛

末をはっきりさせていただきたいと思います。 

松戸市議会 3月定例会の予定 
 

▼ 2222／／／／21(21(21(21(金金金金))))    請願・陳情提出期限請願・陳情提出期限請願・陳情提出期限請願・陳情提出期限 17:0017:0017:0017:00    

▼ 3333／／／／3(3(3(3(月月月月))))    定例会招集日定例会招集日定例会招集日定例会招集日    

▼ 3333／／／／4(4(4(4(火火火火))))    各常任委員会（先議議案）各常任委員会（先議議案）各常任委員会（先議議案）各常任委員会（先議議案）    

▼ 3333／／／／7(7(7(7(金金金金))))    本会議（先議議案採択）本会議（先議議案採択）本会議（先議議案採択）本会議（先議議案採択）    

▼ 3333／／／／10(10(10(10(月月月月) 11 () 11 () 11 () 11 (火火火火) 12 () 12 () 12 () 12 (水水水水))))    本会議（一般質問）本会議（一般質問）本会議（一般質問）本会議（一般質問）    

▼ 3333／／／／13(13(13(13(木木木木))))    常任委員会（総務財務、健康福祉）常任委員会（総務財務、健康福祉）常任委員会（総務財務、健康福祉）常任委員会（総務財務、健康福祉）    

▼ 3333／／／／17(17(17(17(月月月月))))    常任委員会（教育経済、都市整備）常任委員会（教育経済、都市整備）常任委員会（教育経済、都市整備）常任委員会（教育経済、都市整備）    

▼ 3333／／／／18(18(18(18(火火火火) 20() 20() 20() 20(木木木木) 24() 24() 24() 24(月月月月) 25() 25() 25() 25(火火火火))))予算審査特別委員会予算審査特別委員会予算審査特別委員会予算審査特別委員会  

▼ 3333／／／／27(27(27(27(木木木木))))    本会議（最終日）本会議（最終日）本会議（最終日）本会議（最終日）    



 
 
 
 
 
12 月 11 日(水) 午後 1 時から再開された本会議、

一般質問にたった沢間議員は7つの質問の1つで「月

刊財界展望（10 月号）の記事について」なる 4 点の質

問をおこないました。答弁にたった川井市長は、かな

り緊張した面持ちで、信じられないような“重大な発

言”をおこなったのです。 

■ 沢間議員が「金員の要求」と明言！ 

川井市長は「沢間議員は本年「沢間議員は本年「沢間議員は本年「沢間議員は本年 7777 月、松戸市が健康月、松戸市が健康月、松戸市が健康月、松戸市が健康

福祉会館の賃料として、建物とその敷地についての福祉会館の賃料として、建物とその敷地についての福祉会館の賃料として、建物とその敷地についての福祉会館の賃料として、建物とその敷地についての

固定資産税等固定資産税等固定資産税等固定資産税等を支払ったのは違法であるとして、松戸を支払ったのは違法であるとして、松戸を支払ったのは違法であるとして、松戸を支払ったのは違法であるとして、松戸

市監査委員に対し、その返還を求める市監査委員に対し、その返還を求める市監査委員に対し、その返還を求める市監査委員に対し、その返還を求める

監査請求をしましたが、監査請求をしましたが、監査請求をしましたが、監査請求をしましたが、9999月に請求を棄月に請求を棄月に請求を棄月に請求を棄

却されました。そこで沢間議員は、これ却されました。そこで沢間議員は、これ却されました。そこで沢間議員は、これ却されました。そこで沢間議員は、これ

を不服として私を相手取って損害賠償を不服として私を相手取って損害賠償を不服として私を相手取って損害賠償を不服として私を相手取って損害賠償

請求の訴訟を提起している。このこと請求の訴訟を提起している。このこと請求の訴訟を提起している。このこと請求の訴訟を提起している。このこと

自体はもとより問題はありませんが、自体はもとより問題はありませんが、自体はもとより問題はありませんが、自体はもとより問題はありませんが、

沢間議員は訴え提起期限の直前にな沢間議員は訴え提起期限の直前にな沢間議員は訴え提起期限の直前にな沢間議員は訴え提起期限の直前にな

って、私に対し、某氏を介して、土屋氏って、私に対し、某氏を介して、土屋氏って、私に対し、某氏を介して、土屋氏って、私に対し、某氏を介して、土屋氏

がががが 1111千万円を出せば訴えは提起しない千万円を出せば訴えは提起しない千万円を出せば訴えは提起しない千万円を出せば訴えは提起しない

し、健康福祉会館の問題から一切手をし、健康福祉会館の問題から一切手をし、健康福祉会館の問題から一切手をし、健康福祉会館の問題から一切手を

引くと申し入れ、訴状の写しを持参させ引くと申し入れ、訴状の写しを持参させ引くと申し入れ、訴状の写しを持参させ引くと申し入れ、訴状の写しを持参させ

ました。これは、明らかに不正な、金員ました。これは、明らかに不正な、金員ました。これは、明らかに不正な、金員ました。これは、明らかに不正な、金員

の要求であり、卑劣極まる行為と言うべきものでありの要求であり、卑劣極まる行為と言うべきものでありの要求であり、卑劣極まる行為と言うべきものでありの要求であり、卑劣極まる行為と言うべきものであり

ます。沢間議ます。沢間議ます。沢間議ます。沢間議員の申し入れの動機が、土屋氏から入員の申し入れの動機が、土屋氏から入員の申し入れの動機が、土屋氏から入員の申し入れの動機が、土屋氏から入

手しようとした、手しようとした、手しようとした、手しようとした、1111 千万円を先に名誉毀損による損害千万円を先に名誉毀損による損害千万円を先に名誉毀損による損害千万円を先に名誉毀損による損害

賠償請求訴訟で支払いを命じられた賠償請求訴訟で支払いを命じられた賠償請求訴訟で支払いを命じられた賠償請求訴訟で支払いを命じられた 1111 千万円の慰謝千万円の慰謝千万円の慰謝千万円の慰謝

料の支払いにあてることにあったことも判明しておりま料の支払いにあてることにあったことも判明しておりま料の支払いにあてることにあったことも判明しておりま料の支払いにあてることにあったことも判明しておりま

す。私は、もちろんこのような申し入れは、拒否する考す。私は、もちろんこのような申し入れは、拒否する考す。私は、もちろんこのような申し入れは、拒否する考す。私は、もちろんこのような申し入れは、拒否する考

えであり、土屋氏もこれを拒否したので、私はその、えであり、土屋氏もこれを拒否したので、私はその、えであり、土屋氏もこれを拒否したので、私はその、えであり、土屋氏もこれを拒否したので、私はその、

某氏を介して沢間議員にこのような取引には一切応某氏を介して沢間議員にこのような取引には一切応某氏を介して沢間議員にこのような取引には一切応某氏を介して沢間議員にこのような取引には一切応

じられないと回答をいたしました。沢間議員の以上のじられないと回答をいたしました。沢間議員の以上のじられないと回答をいたしました。沢間議員の以上のじられないと回答をいたしました。沢間議員の以上の

行為は到底許されるべきものではなく、公共の利害に行為は到底許されるべきものではなく、公共の利害に行為は到底許されるべきものではなく、公共の利害に行為は到底許されるべきものではなく、公共の利害に

関するものであることから､明らかにしたものでござい関するものであることから､明らかにしたものでござい関するものであることから､明らかにしたものでござい関するものであることから､明らかにしたものでござい

ます」ます」ます」ます」と明言したのです。 

議場は議員ばかりか、多くの傍聴者を含め、一瞬信

じられない？といった雰囲気につつまれました。沢間

議員は、この市長答弁に対して、何らの反論、再質問

もしませんでした。中川議長が「市長の発言は重大な

内容を含んでおりますので、一旦休憩します。」と休憩

の宣言をしました。 

■ 堂々めぐりの議会運営委員会 

すぐ開かれた議会運営委員会では、市長発言は重

大であり、沢間議員からは何ら反論・再質問もされな

かったので、すぐ沢間議員を呼んで、経過を質しまし

た。沢間議員は市長答弁に対して「私は金員の要求

など全くしていない。今後裁判になると判断し、反論も

再質問もしなかった」と答えました。 

その後毎日議運は開催され、市長、沢

間議員から市長に伝える役割をした関

川前市議、そして沢間議員に経過を聞き

ました。市長と関川前議員は沢間議員か

ら「金員の要求があった」と発言され、沢

間議員からは「金員の要求発言は一切

していない」との打ち消しの発言が繰り

返されました。 

この経過を踏まえて、どのような方法

で真相解明をするか何日も堂々巡りを繰

り返しました。 

■ ようやく100条委員会の設置を決定！ 

12月議会の最終日（12月 24日・火）、市長の“重大

発言”の真偽のほどを調査すべく、地方自治法 100条

第１項にもとづく議会内発言調査特別委員会議会内発言調査特別委員会議会内発言調査特別委員会議会内発言調査特別委員会の発足

を多数の賛成で決定したとところです（吉野も賛成）。 

最近、鎌ヶ谷市長、八千代市長が汚職で逮捕・辞

職。現在、浦安市長の汚職問題で 100 条委員会が設

置されています。松戸市の100条委員会は今後どう展

開されていくのか、市長の発言がウソか、沢間議員の

発言がウソか、発言内容が大きな問題になります。関

心をもって傍聴したいと思います。100 条委員会開催

の日時は 1000人の会ホームページ等で報告します。 

 



松戸住民ひろば－第 6回住民塾 

松戸の中で、ユニークで貴重な行動をされている市

民を迎えての住民塾、今回は、視覚障害者を迎えて、

バリアーフリのまちを考えます。ご参加ください！ 

▼ 日時／2月 1日（土）PM1：30～4：30 

▼ 場所／松戸住民ひろば（新松戸） 

▼ 問題提起者／視覚障害者（M さん） 

 

イラク爆撃反対！有事法制廃案！へ 

間近に迫ってきた米国・ブッシュ政権のイラク爆撃と

小泉政権が成立させようとし

ている有事法制関連３法案

を関連させて捉えようと、下

記の講演学習会を企画して

います。 

▼ 日時／2月 2日（日） 

PM1：30～4：30 

▼ 場所／松戸市民会館 

101号室 

▼ 報告者／非核市民宣言 

運動ヨコスカ 

▼ 主催／ストップ！有事法 

制 松戸市民ネットワーク 

本土寺裁判（ 控訴審） 2月 5日判決 

実質審理わずか 15 分、闇討ち的門前払い的判断

を下した一審判決を不服として控訴した東京高裁での

審理は、12月 18日結審、2月 5日（水）判決の運びと

なりました。控訴審の主な争点は、1 年以上を経た事

柄への住民監査請求が有効かどうかということでした。

一審では、参道買収契約への監査請求は期間を過ぎ

ているので無効、訴えは却下の判決を下しました。私

たちが、この不当支出を知り得たのは、松戸市議会決

算委員会での質疑を通してであり、それを起点とした

一年以内の請求であり有効と主張しています。 

                                                                                    西村祐紘（小金原）西村祐紘（小金原）西村祐紘（小金原）西村祐紘（小金原）    

 

やめよう住基ネット！  
とうかつ連絡会設立総会 

 柏、鎌ヶ谷、流山、野田、松戸で住基ネットに反対し

ている市民グループが参加して連絡会の設立と記念

講演会を企画しています。 

▼日時／2月 9日（日）PM1～5 

▼場所／柏市中央公民館 

5階講堂 

▼講演講師／石村耕治氏 

（白鴎大学教授） 

 

児童館を作りたい！ 
松戸市民ネットワーク 

結成総会 
各地で児童館・プレイパークをつく

りたいと思い、活動している市民が、

昨年から近隣自治体の児童館・こ

ども館や世田谷区のプレイパーク

の見学会と話し合いをしてきました。

11 月 27 日には、松戸市長に「児童館・子どもの居場

所づくりの要望書」を提出し、担当課と話し合いもおこ

なっています。今後息の長い活動が続けられるために、

多くの市民が参加できるネットワークをつくろうと発足

総会と講演学習会を企画しています。 

▼ 日時／3月 9日（日）PM1：30～4：30 

▼ 場所／松戸市民会館 301号室 

▼ 内容／児童館を作りたい！松戸市民ネットワー

ク 結成総会と講演学習会  

 
 
 
 
 
 
 
 

まちづくりに参加を！大激戦の市議選をスタートに 

昨年 11 月 17 日投票の松戸市議選、65名と大激戦の立候補にもかかわらず、投票率は 40.14%で最低の

記録となりました。市民のみなさんのボランティア活動で、選挙戦を闘い 65名中 33位（定数 46名）で当選さ

せていただきました。ご協力・ご支援に感謝します。1000 人の会では、「情報公開と市民参画のまちづくり」の

ために、あらゆるテーマを取り上げて活動を進めていきます。まちづくりに参加しませんか。  

共同選対委員長共同選対委員長共同選対委員長共同選対委員長    小山田義夫・今川和子小山田義夫・今川和子小山田義夫・今川和子小山田義夫・今川和子        市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員    吉野信次吉野信次吉野信次吉野信次    


