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●公約と説明責任を放棄した市長
　2月 15日、松戸市長は「議会の反応、市民の意見を総合的に判断」し、新年度
施行を目指していた『松戸市協働のまちづくり条例 ( 案 )』を 3月定例会に提案し
ない、見送ることにした」と発表しました。2月 22日の施政方針の中では「市民
との協働を推進するため、その理念や仕組みの確立を図る『協働のまちづくり条
例』について検討し、早期の制定をめざし、新しい時代の行政運営のひとつ」に
すると述べただけでした。元条例案策定委員会委員等 15名からの「公開質問状」
や市民意見を募ったことへの対応には何ら触れませんでした。自らの公約も説明
責任も放棄しています。
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●条例案作成史上初めての「公開質問状」
1 月 15 日、市長宛に「松戸市パートナーシップ条例案策定委員会」の元委員
や「パートナーシップ検討委員会」の元委員等 15名による「公開質問状」が出
されました。昨年 2月に４年かけて検討された「パートナーシップ条例答申案」
と昨年 12 月１５日に提案された「行政案」とは、内容的にまったく別物、大幅
な後退、何のための４年間の検討であったのか、との怒りからの行動でした。市
長の回答（1月 29 日）は、質問には正面から答えず、「松戸市協働のまちづくり
条例 ( 案）」を 3月定例会に提案すると強調されていました。
　「公開質問状」の回答後に記者会見された渡辺元委員長は「裏切られた思いだ」
と述べています。副委員長であった千葉大の木下勇教授は、答申案と行政案を比
較しながら「４年間の市民、学識経験者等の献身的な努力で、他の自治体にも誇
れる内容の条例案が答申案としてまとめられた。今回の行政案の内容は、他の自
治体や市民に見せても恥ずかしく、笑われる結末となりかねない」と厳しく批判
しています。

●なぜ、提案を見送ったのか？
　それから半月、なぜ「提案」から「提案しない」に変わったのでしょうか。市
長の説明からは、見送りの真の要因が見当たりません。市長支持派の保守系会派
から抵抗があったため、との情報もあります。４年間をかけて、市民と行政のパ
ートナーシップのあり方が検討され、条例答申案が提出されながら、行政は、一
度も議会に向けて途中経過や理解を深めるための研修会等を持っていません。市
長は「取り組みを高く評価する」と持ち上げるだけで、行政内のコンセンサスも
議会への対応もしてこなかったのです。

●古い行政体質を変え、
真のパートナーシップをつくるために

　2月 25 日、「どうつくる？松戸のパートナーシップ」と題して、タウンミーテ
ィングが開催されました。参加された市民からは、この５年間の経過を踏まえ、
「答申案」に沿った条例案づくりへの提案を行政や議会に働きかけていくことが
論議されました。
　自治体破産が叫ばれ、自治体間競争が厳しくなってきている今日、市民の献身
的な努力が評価できない、「行政主権」の自治体は取り残されていくことになり
ます。「市民主権」の自治体に変えていくために、市民と行政の新しい関係をど
のように創り出していくのか、真のパートナーシップのあり方を考え、行動して
いきたいと思います。

http://www5b.biglobe.ne.jp/~matsudo/
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1000 人の会 　新たな出発！ 
　1月 21 日午後、松戸市民会館 301 号室で、60名ほどの仲間が参加して、「吉野信次と市政に参加す
る 1000 人の会」の第 10回総会が開催されました。これまで参加したことがない仲間も加わり、活発
な討論の中で、あらたな出発に向けた組織名や方針を確認することができました。

●確認された 1000 人の会の基本目標
4 つの基本目標が設定されました

●新組織名称は「市民自治をめざす 1000 人の会」
　新しい 1000 人の会の目標を踏まえた新しい組織名称については、「市民自治をめざす 1000 人の会」
と確認されました。この名称にあるように、各種の市民活動を強化・連携しながら、市民力・市民自治
を高め、市政を変えていく力を拡大していくことをめざします。

● 2007 年度の活動方針

　①各分野での市民活動（平和、教育、福祉・医療、子育て、環境、人権、文化、まちづくり等）に関わ
り、その連携・ネットワークを強化して、市民力・市民自治を高める活動に全力をあげます。

　②議会と行政を監視・チェックし、新しい政策が提起できる活動を継続しながら、市民主権の市政実現  
　をめざします。
　③ 4年後の市長選や市議選への対応は、今後の活動の中で、各分野の市民運動の人々と連携して進めま
す。市議選には、新人を擁立できるように最大限の努力をします。

　④これらの活動目標を遂行するためにも、広範な市民が参加する「e市政を創る松戸市民の会」（略称　
　　「e市政の会」）との連携を強めます。

（1）川井市政を徹底検証する活動を強化し、「e市政の会」との連携を進めます
・市政の徹底検証のために、幅広い「松戸オンブズ」の立ち上げを呼びかけます。e市政の会の早期
再開を働きかけ、市政を検証できる「自治研」の取り組みを提案します。

（2）行政と議会への政策提言活動を進めます
・行政が進める「ゆりかごから墓場」までの施策を見し、「予算要望書と政策提言」を市長に、市民が
参加しやく、分かりやすい議会にするために議会改革を提言します。

（3）自治体合併（政令指定都市問題）についての行動を始めます
・国・県の「平成の大合併」第 2弾（第 2ステージ）の中にある政令指定都市問題、市長は、2006
年度施政方針や市長選の公約で、任期中に合併に目安をつけるとの発言を繰り返しています。具体
的な取り組みを始めます。

（4）平和ツアーや沖縄問題についての行動に取り組みます
・平和ツアーとして、5月に韓国ツアー（4泊 5日）に取り組みます。沖縄新基地問題や東葛地域で
の沖縄連携行動に取り組みます。

（5） 格差社会・ワーキングプア問題についての行動を始めます
・労働相談の取り組み（窓口）を友好労組等の指導を受けて開始します。格差・貧困問題への行動も
検討します。税制問題、障がい者問題、生活保護問題、野宿者問題等の現状を把握しながら、これ
まで取り組んでいる組織と連携していきます。

（6）『1000 人の会ニュース』の発行とホームページの活用を進め
・『1000 人の会ニュース』の発行は、これまでと同じく年 4回とし、編集委員会を設けます。ホーム
ページの活用を強化します。

（7）財政活動を着実に取り組みます
・これまでの8年間と比べて、財政活動の重要性が強まっています。会員が支える財政活動とするために、
①事務所維持費（月 3万円・部屋代 2万 5千円、共益費 5千円）を確保します。
②会員制による財政の確立をはかります。会員は、年会費一口 1000 円とし、複数口の要請をおこな
います。
③会員の中で事務所維持をしていただける方からは、月 1000 円、年間 12000 円をお願いします。



「関さんの森エコ・ミュージアム（仮称）」準備会に参加を！

環境の危機を共有し、多様な行動展開のために

ドキメンタリー映画『不都合な真実』の上映会を

新松戸駅から武蔵野線沿いを東に歩いて 7～ 8分に、「関さんの森」があります。森が 1.1ha 、
森に面した関さんの屋敷林･梅林・広場を合わせると約 2ha ほどの緑地が広がっています。今、
この緑地を分断する計画が持ち上がっています。
　川井市長自らが、２回関さんの森を訪て、道路を通したい旨を伝えています。その際「ここは
大変よいところなので、残したい」という主旨の発言もあったようです。3月定例会の施政方針
でも道路開通の提案をしました。
　関さんは、この森や屋敷林等を今の姿のままで、この先ずーと子ども達のために残しておきた
いと考えています。そこで、新たに建物を造ってものを展示するのではなく、自然と文化財をそ
のままの状態で体験・学習できる博物館（エコ・ミュージュアム）を創ろうと準備会を立ち上げ
ました。
　2月 15 日、市の担当者が来て、道路計画変更の 2案が示されました。どちらも自然や文化財
の状況を確保できるものではなく、残念ながら合意には至りませんでした。
　車社会がもたらす弊害やまちづくりと道路のあり方、都市計画道路をストップし、現状道路で
対応すること、地球環境の破壊が大きな問題になっている最中、こうした森や緑地を残すことの
意義等々が提案され、道路計画を白紙にするよう強く申し入れました。　
こうした行政の動きの中で準備会では、森が好きな人、文化財に興味がある人、都市計画に詳し
い人、エコ・ミュージアムに関わりたい人、様々な方のご協力をいただき、早期に設立を目指し
たいと思っています。準備会の定例会は、次のとおりです。ご参加ください。（武笠紀子）

　《準備会の定例会》
▼毎月第３日曜日、午後１時 30分から
▼会場は関さん宅
▼事務局　090-9365-9608　武笠 　
　　eメール　msk-nrk.3396@ezweb.ne.jp

　６年前に、米国大統領選に立候補した民主党の候補者アル・ゴアが、ブッシュに敗北後、長年環境問
題に取り組んできた経験を踏まえ、ある固い決意を胸に立ち上がりました。地球が最大の危機に瀕して
いる今、人々の意識改革に乗り出すべく、環境問題に関するスライド講演を世界中で開き、地球と人類
の危機を訴えだしたのです。
　その真摯で、ユーモラスな語り口に共感した製作者（監督デイビス・グッゲンハイム）が、彼を主人
公にした映画の製作を決意して生まれたものです。現代人にとって耳の痛い問題を正面から描き、見る
人に大きな衝撃と感動を与えるヒューマン・ドキュメンタリーの誕生となり、アメリカ・ドキュメンタ
リー史上、記録的な大ヒット作品となっています。ところが、日本ではどうでしょうか。ごく限られた
市民しか観ていないと思います。
　地球温暖化（高温化）について、今でも立証されていないと否定する力が働いています。ブッシュ政
権は京都議定書から脱退していますから、最大の否定者でしょう。
　しかし、温暖化のデータは揃っています。現実を直視し、気温上昇に伴う影響を受け止めて、私たち
に何ができるのか、どう行動すればよいのか真剣に考えたいと思います。映画でも「私にできる 10の
事」を提案しています。・省エネルギー型の電化製品や電球に交換を！・停車中は、エンジンを切り、エ
コ・ドライブを！・リサイクル製品の積極的な利用を！・エアコンの設定温度を変えて、冷暖房のエネ
ルギーの削減を！等々です。
　この映画を見ながら、ブッシュの当選によって、侵略戦争の拡大と環
境対策の立ち遅れで、地球がどれだけ破壊されたか、あらためて痛感さ
せられました。　地球環境をこれ以上悪化させないで、再生していくた
めの努力の要は、政治です。地球温暖化を真剣に受け止め、経済成長一
点張りの経済政策を持つ政党の支持を減らしていくことです。日本にエ
コロジー、社会的公正、草の根民主主義、非暴力を理念とする「みどり
の党」をつくり、環境政策を着実に実践していくことだと思います。
　この松戸等の千葉県西部地域で、『不都合な真実』の上映運動を検討
しませんか。多くの市民に観ていただき、市民が出来る行動を多様化さ
せていきたいと思います。（吉野信次）
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●川田龍平さんの記念講演会
＆「みどり千葉」設立総会へ！

　川田龍平さんは、多くの人が知っています。生後６ヶ月で血友病と診断され、輸入血液製剤投与でHIV
に感染。高校 3年生で、「薬害エイズ事件」の国と製薬会社の責任を問う東京HIV 訴訟の原告に加わり、
95年に実名を公表。現在でも薬害エイズの真相究明と責任を追及する活動を継続。この７月の参議院選
挙に東京選挙区から出馬を表明。31歳　命と政治を熱く語ります。
世界では、経済成長が唯一最大の価値とされるなか、資源の枯渇、生命環境の劣化、貧富の極端な格
差、抑圧と戦争が生み出されています。人々の心も命も破滅へ向かう世界的な流れの中で、持続可能で
公正で民主的な社会への舵をとろうと、世界各地で「みどりの党」が活動をしています。日本でも、い
まなお経済成長を夢想する人々によって、市場原理主義がまかり通り、社会的格差が広がっています。
　わたしたちは、この日本の将来に大きな危機感を抱いています。このような政治状況だからこそ私た
ちは、この千葉県からみどりの政治を実現するために「みどり千葉」をスタートさせる決意をしました
。私たちは、多くの市民活動と連携し、地域に根ざしながら日本と世界のみどりの政治につながってい
く道を選択します。既成政党のような中央集権的な組織に頼る政治には魅力も可能性もありません。テ
ーマや世代を超えて柔軟に結び合う多様で自立的な試みが各地で取り組まれ、連携しあう中でこそ、日
本の政治と世界のあり方を変えていくことができます。このチャレンジにあなたも参加してみませんか。

▼川田龍平さん記念講演「命と政治を語る」　３月 11日（日）13時 30分から
▼「みどり千葉」設立総会　　                        ３月 11日（日）15時 10分から
▼会場　柏市中央公民館 5F（℡ 04-7164-1811）

▼第３回総会　３月２４日（土）１３時から
▼記念講演会　 3 月２４日 ( 土）１４時３０分から　
「憲法9条が輝いていてこそ～今こそ問われる市民のちから」　渡辺　治さん（9条の会、一橋大学教授）
▼会場　松戸市民会館 301号室（℡ 047-368-1237）

　今年度の松戸平和ツアーとして、韓国平和ツアーを企画しています。
朝鮮半島の非核化と平和の課題が大きくなっています。６カ国協議の
行方にも関心が強まっています。短い旅ですが、日韓の歴史を理解
する旅にしたいと思います。事前学習会を２回開催します。
奮ってご参加ください。
▼日程　４泊 5日　5月 24日（木）～ 28日 ( 月 )　▼訪問先　ソウル・非武装地帯（板門店等）
▼定員　１５名（先着順、3月末締め切り）　　　　  ▼費用　    約 12 万円
▼申込先　ほくとビル 5F　1000 人の会・韓国平和ツアー係（℡・Fax047-360-6064）

　今年は憲法生誕 60年です。戦争放棄を宣言した憲法 9条は世界の
人びととの約束です。9条を誇りにし、活かしていくために、この
松戸でも憲法記念日の集いを開催します。
▼開催日　5月 3日（木）14時から 17時 30分
▼会　場　松戸市民会館・ホール
▼参加費　500円（1000 人の会も実行委員会に参加し、整理券を取り扱っています）
▼主　催　2007 年松戸憲法記念日の集い実行委員会（℡・Fax047-387-7428）

●活かせ 9条松戸ネット第 3回総会と記念講演

●韓国平和ツアーに参加してみませんか

● 2007 年憲法記念日の集い

新編集委員の
　　　　　自己紹介

　会の新たな出発を機に、編集委員会が編成され、その一員となりました。私は、
昨年１０月から１０００人の会へ入会し、会の活動に参加しておりますが、市民活動
の経験は全くありません。それでも、地球環境の問題にも強い関心を持つようになり
ました。
　ニュースは会と会員とをつなぐパイプ役、年４回の発行となり、その役割はますま
す大きくなったと認識しております。内容はもちろんのこと、見易さ、わかり易さも
目指した編集を心掛けていきます。会員の皆さんからも、いろいろなご意見をお聞か
せください。お待ちしております。（中山寛幸）


