
シップを叫び、パートナーシップの理念を否定する
松戸市政の体質、地方分権化で「市民自治と新しい
公共」が求められるときだけに、今回の経過は許さ
れない失態で、信頼回復には時間がかかります。

 『勧告』を無視する川井市長

　2001 年に発覚した、松戸市の元収納課職員によ
る税金の横領事件（8,893 万円）は、上司による隠
蔽工作事件として特質されました。家族の弁償と上
司の穴埋めで事件を隠し、横領職員を内勤にさせま
したが、職員はさらに収納先を回り、勝手に横領し
て犯行を重ねたのです。管理者は、あわてて休職に
させ、退職させましたが、事件発覚時にはなぜか海
外に逃亡し、約 1,700 万円の税金が横領されたまま
でした。当時、横領発見後に支払われた給料・退職
金について、松戸市民オンブズマンは「市長をはじ
め関係上司は支払った給料・退職金約 900 万円を賠
償せよ」との住民監査請求を行い、監査委員はその
ままの勧告を出し、市長他の上司による弁償が行わ
れました（『1000 の会ニュースＮＯ .12』）。
　昨年 6 月、逃亡先のタイで横領職員の死亡が確
認されました。遺産もなく両親は相続放棄をしたた
め約 1,700 万円がそのまま。そこで、松戸市民オ
ンブズマンは「市長は、横領を隠蔽し市に被害を与
えた元職員の上司に賠償請求をせよ」と住民監査請
求を行いました。監査委員は横領金を精査し「 上
司が加担した事件隠蔽により失われた分、約 340
万円 は上司に賠償請求せよ」との画期的な勧告を
出しました。しかし市長は「賠償請求しても裁判
に持ち込まれる可能性が大きく、勝てる見込みがな
い」との顧問弁護士の助言を受け、勧告を履行しな
いと表明したのです。この前代未聞の事態を受け松
戸市民オンブズマンは住民訴訟を起こし、責任追求
をしています。
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 パートナーシップ否定の条例に

　松戸市議会 6月定例会の最大の案件は、3月定例
会に提案できなかった「松戸市協働のまちづくり条
例 ( 案）」でした。条例案策定委員会が提出した「最
終答申」（06.2）の精神も内容も踏みにじって、行政
に都合のよい内容に変えてため、条例案策定委員会
等の元委員 15名は、1月に「公開質問状」、6月に「意
見書」を提出する異常な事態が発生したのです。行
政は元委員たちの問題提起に誠実に答え、打開策を
検討することさえ放棄したままの提案でした。
　この条例案をめぐっては、15 件もの陳情も出さ
れ（9件が市外）、条例案の修正、廃止を求めました。
行政が市民と協働事業を進めることに否定的な「右
翼の人たち」の共同行動でした。
　委員会の質疑や本会議の討論は、「公開質問状」や
「意見書」をめぐっての論議でした。伊藤議員（共産党）
は、市長が策定委員に「日本一の条例案を作って欲
しい」「答申を最大限尊重する」としながら、なぜ全
面戦争になってしまったのか、パートナーシップの
理念に沿った対応がされてこなかった結果ではない
か。中田議員 ( 無所属 ) は、新しい仕組みをつくる
には行政の発想が貧困すぎる。「新しい公共」の視点
もない。といずれも今議会での条例提案に反対され、
元策定委員の人たちと話し合い、再修正を図るべき

だと主張され
ました。他の
議員は、5 年
間の取り組み
を評価して賛
成したため、
条例案は可決
されました。
　パートナー
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　若かった頃、私は都会生活に憧れていました。テ
レビ、エアコン、洗濯機等、電気製品に囲まれ快適
で便利な生活、こんな生活ができたらどんなによい
だろうと思いました。それから数十年が経った今、
憧れの生活はほとんど日本中にいきわたりました。
今では、一家に数台の車、1人に 1台のテレビ、携
帯電話、それにパソコン、家にいながらにして買物
ができ、無数の情報を即時に入手できる夢のような
生活が可能となりました。
　この夢のような生活を手に入れ、私たちは幸せ一
杯のはずですが、どうもそうではなさそうです。日々、
時間に追われ、いらいらし、人びとの関係は希薄に
なり、排他的にさえなっているように感じられます。
私たちは物の豊かさの代わりに心の豊かさを失って
しまったようです。私たちの不幸の原因は、都市化
にあるのではないかと考えます。
　私たちは便利で快適な生活を手に入れるために、
惜しげもなく、否、邪魔ものとして自然を破壊し続
けてきました。今後もこの傾向は変わることなく、
あくなき欲望のために、多くの生き物たちの生命や

生息場所を奪い続けるでしょう。このままで私たち
は本当に幸せになるのでしょうか。
　私はたまたま街の中に小さな緑地を保有していま
す。私はこの緑地を永久に緑地のまま後世に残したい
と思っています。ところが、今、約半世紀前につくら
れた都市計画道路によりその緑地が分断、破壊されよ
うとしています。目先の利益のために、今の子どもか
ら、さらに50年、100年先の子どもたちから、彼・
彼女たちが本物の生きものたちにふれあう機会を、私
たち大人が奪ってよいのでしょうか。一度壊れてし
まった自然は2度と元に戻らないことを承知で。
　私たち大人は、街の中に残っているほんのわずか
な自然でも、現在及び将来の子どもたちのために、
また、生息する生きものたちのためにも、壊さずに
残しておく義務があると思います。今一度立ち止まっ
て、多くの生命を犠牲にしてまで自然を壊し、道路
をつくる必要が本当にあるかどうか、本気になって
考えてみませんか。　　　　　　　　　　　　　　
　　
                  関さんの森を育む会代表　関　美智子

＜特別寄稿＞　　道路より緑を！

街の中の小さな緑をなくしてしまって、
よいのですか？

　1000 人の会第 10 回総会で、「韓国平和ツアー」
の取り組みを決定しました。沖縄平和ツアー（03.1）、
広島平和ツアー（05.4）に続くものです。参加者は
13名で、2回の事前学習会、日韓連帯運動への参加
などを通じて、韓国の民衆運動や労働運動、統一運
動の動きを学ぶなかでツアーに参加しました。
　4泊 5日の日程は、ソウル市内と近郊を回りまし

た。事前の要望を、通訳で同行された大畑正姫さん
が全面的に取り入れていただき、すばらしい通訳と
合わせて、200％の満足いく平和ツアーとなりまし
た。韓国では、北朝鮮との平和的・自主的統一の動
きが大きく前進していることを実感したところです。
参加者が綴った『報告集』ができます。希望者は一
報ください。

大成功だった韓国平和ツアー　　
～～～～～～

臨津閣・自由の橋～鉄橋の向こうは北朝鮮 臨津閣・自由の橋にて
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　1987 年の民主化宣言以降の急速な変貌ぶりには、
行く度に驚かされる。私の専門分野である女性運動
や女性政策では、この 10 年間で韓国は日本のはる
か先を進んでいる。たとえば政党が女性の過少代表
制を解決するために、比例区は女性候補者を 50％に
したことや戸主制度の廃止など法整備を含め制度化
が進んだ。この種の調査や研修のために韓国に出か
けたが、米軍基地の撤去闘争を担ってきた市民団体
の訪問は初めてだった。
　私たちが訪問した仁川市富平地区は、米軍基地撤
去に向けて住民の 27団体がネットワークし、2000
年から640日以上にわたって基地前にテントを張り、
運動を続け 2002 年に返還の決定を勝ち取っている。
この運動を担う活動家の子どもたちの共同保育を目
的として始まった「希望の子ども家」は、政府より
補助金もでているが、興味深いのは共同出資で組合
を結成し運営していることだ。このような地域での
支援活動は、この保育園に限らない。反対運動を展
開するなかで地域の人々の健康面に配慮し、孤独感

をなくすために食堂および地域への配食サービスも
実施している。その「幸せのお膳」の地域の主婦が作っ
た手作りキムチは最高に美味しかった。
　また、ここで出会った基地撤去運動を核とした地
域の横断的ネットワークの広がりに、驚き感嘆した。
彼女、彼らは着実に米軍基地撤去後の環境整備、市
民のための平和公園、図書館づくり、情報公開など
具体的な活動を通じて共に支えあい、地域と社会の
変革をめざしていた。　　　　　　　  　 船橋邦子

　平和ツアー最後の日（午前中）は「民主化運動記
念事業会」を訪問。韓国社会がたどり着いた民主化
の地平、その過程で出版された資料などを収集し、
整理して公開する事業を行なっている、日本でいう
なら独立行政法人だ。ドイツのナチスの暴虐を忘れ
させないための、レジスタンス運動を紹介する資料
館のようなものを目指しているのか。日本でも読ま
れている朝鮮戦争をテーマにした小説『太白山脈』（趙
廷來著）は、「北」、労働党、パルチザン、「南」、米
軍の史実を取り上げている。なぜ韓国で労働党、パ
ルチザンが否定的でなく取り上げられるのか。
　近代の朝鮮半島・韓国の歴史は、侵略され続けた

歴史だ。「解放」後も「冷戦」下で「分断」・「弾圧」
が続いてきた。今、韓国社会では近代歴史の捉えな
おしが、自分たちの「主体」の問題として捉え返え
されている。そしてナショナリズムに収斂させるの
ではなく、アジアの共存・平和・人権の方向で将来
を見据えようとしている。民衆が地下運動でまいた
ビラ１枚１枚が大切に保存されていた。このような
民衆からの歴史の見直しが進み、潮流になった時、
同時に社会主義の片鱗もなくなった暗黒の北朝鮮に
そのような民衆の躍動が伝わった時、本当の朝鮮半
島の統一問題が語られることになるだろうという感
想を持つことができた。　　　　　  　　 千葉　茂

　13名の参加者が、大満足だった韓国平和ツアー、
韓国の民衆運動・市民運動・労働運動・統一運動の
厳しさをあらためて実感しながら、多くの友人を作
ることができました。今後の日韓民衆の連帯行動、
統一運動への支援などを考え、息の長い行動を進め
ていきたいと思います。各地での見学・交流先での
プロジェクターを使った写真上映、参加者の感想、

『報告集』について、自主夜中の高永子さんの「アリ
ラン」等の韓国の歌披露、韓国料理をいただきなが
ら懇親を深めたいと思います。日韓連帯・統一運動
に関心のある方は、どなたでもご参加ください。
▼日時 /7 月 21 日（土）午後 1時 30 分から
▼場所 /ほくとビル　4Ｆ会議室（ＪＲ松戸駅西口か
ら 6分、℡ 047-360-6064）

●米軍基地撤去運動と共同体形成運動に学ぶ

●歴史の見直し「民主化運動記念事業会」

 ★韓国平和ツアーの報告会にご参加ください！★

仁川地域運動団体交流会



「強行採決国会」の責任追及、
国民の生活を省みない安倍政権を退陣へ！
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　安倍政権は、12日間の会期を延長し、「消えた年金」
への批判、内閣支持率の急落を食い止めようとやっ
きとなっています。そのために、与党にとっての重
要法案をことごとく、「強行採決」で可決させ、参院
選を有利に持ち込もうとしています。
　7月 12 日告示、29 日投票の参院選では、与党・
自公の過半数割れを実現させましょう。参院選の焦

点は、東京選挙区（定数 5名）です。この東京から、
無所属・みどり派の川田龍平さんが立候補します。
川田龍平さんの応援を、この千葉からもしています。
知人・友人紹介、常磐線 4駅での駅頭宣伝、公選ハ
ガキ、カンパ活動等です。川田龍平ガンバレ！の声
をさらに大きくしていきましょう。

★生きるって楽しい、と思える日本へ
　川田龍平さんの目標は「生きるって楽しい、と思え
る日本へ」です。このために、彼が進めたい項目の中
で特に薬害の再発防止が重要だと考えます！薬害エイ
ズ裁判の和解後、被害者の要求で厚生省の組織が改善
され、医薬安全局と産業育成・研究を担う部署が「分離」
されました。しかし、小泉内閣の民営化路線のもとで、
また統合され、企業から審査のための多額のお金が入
る仕組みになってしまいました。このため、「構造薬害」
が再発し、タミフルの副作用で 71人が犠牲になってい
ます。
　龍平さんを語るとき、印象深いのは、「ＨＩＶ実名公
表」のときのことばです。「僕は被害者なんです。犯罪
を犯したのは、国と製薬会社なんです。ぼくがかくれ
る必要はない。ぼくは川田龍平で出ます！」と話しま
した。このとき龍平さんは19才。勇気あることばです。
私は本当にそうだと胸を打たれました。
　安倍政権は相変わらず「格差社会」の道を暴走して
います。薬害再発・格差拡大・憲法 9条改悪・環境劣

化を早急にくい止めないと多くのいのちが失われるば
かりです。国政に川田龍平さんを送り出して、少しで
も「生きるって楽しい日本にする」ために、市民派の
皆さんのご支援をお願いします。　
　　　　　川田龍平を応援する会・千葉　加藤みどり

★動けば変わる
「川田龍平くん」を応援している。十代の頃から国や製
薬会社と闘った川田龍平くんは強い。乗りこえてきた
苦労は、並大抵のものではないはず。ロストジェネレー
ションの若者のパイオニアとしても国会にいってほし
い。
「動けば変わる」が、川田龍平選挙のテーマだ。実感で
あろう。私も精一杯「動いて」応援しよう。いろいろ
な人、いろいろな力、いろいろな応援の仕方を結集して、
何としても当選させ、次の時代（生き方）に一緒に向
かいたい。新しい風を吹かせたい。若者が希望をいだ
いて明日に向かえる、風を吹かせたい。
　　　　　　　　　　　　　みどり千葉　柘植扶佐子

映画 『不都合な真実』 （無料）
を観て、 行動しよう！

　手賀沼浄化、地域のまちづくりをめざしてきた「手
賀沼流域フォーラム」が、プレイベントとして、7市
1村で、映画『不都合な真実』の上映をおこないます。
地球温暖化は待ったなしです。市民ができること、自
治体や事業者と連携すること、都道府県や国の政策と
して実現すること等を真剣に考えましょう。
▼我孫子市（7/20 金、午後、けやきプラザ）▼鎌ヶ谷
市（7/21 土、午後、三橋記念館）▼流山市（7/22 日、
午前･午後、流山生涯学習センター）▼柏市（7/23 月、
午後、アミュゼ柏）▼印西市（8/5日、
午後、印西文化ホール）▼白井市
（8/25 土、午前、白井文化センター）
▼松戸市（10/26 金、午前・午後、
松戸市民劇場）　

～～～～～～

第 22 回住民塾「裁判員制度」を
考えてみませんか！

　1000 人の会主催の住民塾、今回は、09年までにス
タートされようとしている「裁判員制度」を取りあげ
ます。国民が、裁判員として量刑を決めるとは、制度
導入の経過、問題点、課題を学びます。関心がある方は、
どなたでも参加できます。
▼日時 /8 月 23 日（木）午後 6時から　▼場所 /松戸市
民会館 101 号室　▼ゲスト /高山俊吉弁護士

1000 人の会　新編集委員の自己紹介
　前号（Ｎｏ .39）から編集委員になりました六高台の加藤栄一です。
　温室効果ガスＣＯ2は増え続け、異常気象によって九州の稲は別
品種にしないと育たないなど、地球温暖化が進行しています。例え
ば、松戸ではゴミ焼却施設で生ゴミも焼却しています。石油を使い、
ＣＯ2を排出し、堆肥を焼失しているのです。私の家では、4年位
前からＥＭぼかしで生ゴミを堆肥化し、家庭菜園に施肥しています。
この結果なんと家庭ゴミは1/3位に減っています。小さな一歩です
が、一人ひとりが何か行動し、継続していくことが大切だと思います。


