
実なパートナーの役割を果たしています。

●フェアーな議論の積み重ねを

　この流れの中、東

葛広域行政連絡協議会

（６市参加）主催の２

月５日のシンポジュウ

ムは、基調講演者もパ

ネリストも全員、合併

＝指定都市推進論者と

いうアンフェアーなも

のでした。「大都市の

時代、都市間競争に勝ち抜くためには、財政力ある自

治体＝政令指定都市移行が必要」の一面的な強調だっ

たと、ある参加者はレポートしています。

　そもそも「都市間競争」という思想は、自治体にな

じむのでしょうか？　限界集落の放置、弱小自治体の

切り捨てになりはしないでしょうか？

　このほか、「市が大きくなりすぎて、住民の声が届き

にくい」「大開発重点で、住民福祉は二の次」「華やか

な祝賀の裏で介護保険、下水道の値上げ ( 堺市 )」「住民

サイドの議員が出にくくなった」など指定都市への多

くの疑問、問題点があります。差し迫った作業は、こ

れらを住民の側から切開することです。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　西村祐紘　記
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　｢ 広域行政につきましては ､ 現在、東葛 6市と葛南

4市において政令指定都市に関する調査研究を進めて

いるところでございます。一定の成果がまとまり次第、

議会、市民の皆様にご提示いたします ｣

（08 年 2月 22 日）――川井市長は、3月定例市議会で

こう述べました。

●指定都市への動き始まる

　　｢平成の大合併 ｣の第２ラウンドで、私たち松戸市

で政令指定都市への動きが本格的に始まりました。

　政令指定都市は、政令で、道府県から権限と財源が

移譲された大都市で、現在は人口 80万以上がその目安

となっています。指定都市には、「区」が置かれ、市議

選なども区ごとの選出になります。全国の指定都市は

17自治体、さらに、岡山、相模原が準備を進めています。

規模を拡大して成立する指定都市のために、松戸市は、

近隣 5市（野田、柏、流山、我孫子、鎌ヶ谷）と連携し、

他方、保険つなぎでしょうか、葛南３市（市川、船橋、鎌ヶ

谷）とも結んでいます。

●国の敷いたレールに沿って

　国が、地方制度設計の抜本的な見直しとして　描く

基本構造は、国――広域自治体（道州制）――基礎自

治体（市町村）の 3層構造です。　　

　「平成の大合併」の第 1ラウンドでは、合併によって

3,000 の市町村が 1,800 にまで減りました。引き続き

国は、1,000 市町村を目指して合併を促進するとして

います。この基礎自治体の整理統合、規模の拡大の上に、

全国を 10 ～ 15 に分割した、1000 万人規模の道州制

を構想しています。千葉県の道州制への態度は定かで

はありませんが、こと市町村合併に関する限り国の忠
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　07年４月に施行された「柏市地球温暖化対策条例」
は京都市に次いで 2番目、千葉県では初めての条例
です。柏市では京都議定書が発効した 05 年に「柏
環境ステーション」に条例の検討を依頼しています。
「柏環境ステーション」とは、柏市と協働して環境
保全に取り組んでいる市民団体です（市民、大学生、
市内環境団体の約 80名で構成）。
　柏環境ステーションは 06 年４月に提言書をまと
め、「ストップ！地球温暖化・意見交換会」を開催。
柏市内 20地域で 347 名が参加。その後、柏市環境
審議会に諮問。審議会は柏市地域温暖化対策条例案
要綱を作成し、パブリックコメント、シンポジウム、
事業者との意見交換会を経て同年 12 月に答申。翌
07年 3月に市議会で可決しています。

▼条例をつくって温暖化対策を
前進

　この条例の基本理念は４つ。(１)自然エネルギー、
資源の有効利用、　( ２) 省エネルギー、　( ３) ３Ｒ、
　( ４) 緑の保全。削減目標 ( 第４条 ) は　( １)08 年
から 2012 年の平均を、1990 年比６％以上削減 ( 京
都議定書による )　。( ２)2015 年度に 2000 年度比
10％以上削減 ( 柏市環境基本計画 )。　行政だけで
なく市民・事業者に関することも定めています。
  柏市はこの条例を受けて４つのことを取り組む。
【１】柏市地球温暖化対策計画の策定、 【２】削減計
画書、 【３】環境配慮計画書、　【４】エコアクショ　
ンプランの推進です。
　この条例は始まったばかりであり、削減計画書の
策定を義務づけられている「特定排出者 ( ＣＯ２排
出量が 1,500 トン以上の事業所 )」を 59 件と想定。
しかし、策定事業者は 29 件に止まっています。特
定事業者の指定が今後の課題のようです。また「環
境配慮計画書」については年間 30件の開発行為 ( 開
発区域 3,000 ㎡以上。店舗面積 4,000 ㎡以上 ) を想
定したが、計画策定は１事業者にとどまっているな
ど、実効性はまだ明らかではありません。また「ア
クションエリア」での活用をすすめるため、モデル
地区 ( 省ＣＯ２のまちづくり ) を 3～ 4ヵ所指定す

る予定とのことです。エコアクションプランでは、
市役所での対策を行い、既存施設のＥＳＣＯ事業や
新エネルギービジョン、省エネルギー診断、エコド
ライブ、マイ箸利用などに取り組んでいます。

▼「もったいない運動」を超え
た取り組みを！

　ところで、我が松戸市では、4選を果たした川井
市長は「もったいない運動」を展開し、「人・もの・
自然を大切に」とスローガンに掲げて、新エネルギー
計画、省エネルギー計画、ゴーヤを植えての緑のカー
テン、そして先日行われた天ぷら油リサイクルの自
動車燃料を目玉施策にしていますが、地球温暖化対
策に対する本格的取り組みは見られません。地球温
暖化対策のためには柏市の取り組みに学んで、条例
の制定が必要だと思います。但し、実効性のある条
例とするためには、柏市以上の市民・事業者を交え
た話し合いが求められています。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　武笠紀子　記

全国で２番目

柏市の地球温暖化条例から学ぶ

そこのけそこのけ 33.7 号線が通る
　強制収容は可能か？
　「関さんの森」を分断して 18ｍ道路をつくるために、
松戸市は国に「まちづくり交付金」を申請しました。
市が提案した暫定道路を関さんが断ったので、元の計
画のままで造るといいます。ところが、1964 年の都市
計画決定の時も、その後地下道路案が消えた後の 1991
年の事業認可の時も、関さん姉妹が相続された時も一
度も了承をとっていません。了承がないまま地上案で
建設を強行してきたのです。今まで支障となっていた
水道局移転のめどがたったために急ぎだしたのです。
そして関さんからの代替案の提示が遅いからと、さっ
さと交付金を申請したのです。
　市長が森を訪れて本当に森の価値を認めたなら、代
替案を簡単に諦めるはずがありません。「市長の提案
を断ったから、あとは強制収用だ」との短絡的な行政
のありかたは松戸市の将来に不幸を撒き散らすだけで
す。もったいない運動の川井市長は「緑花清流」を掲
げ１４年、松戸のみどりは危機的状況になっています。
　3月 30 日、「森の元気は、まちづくりの元気！」と
考える市民たちで、「第 1回　みどりと生きるまちづく
りフェスタ」を成功させ、行政の横暴をはねかえす行
動がスタートしました。

●第 25 回住民塾「よりよい最期を迎え
るために、私のエンディングプランは」
▼日時 /5 月 17 日（土）午後 2時から　▼会場
/ ほくとビル 4Ｆ会議室　▼講師 / 生活クラブ生
協「ライフプラン講座」講師　
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住民自治が貫かれる
学校跡地利用計画を！
　行政は、廃校 4校の跡地「活用案」を早期に実行
したいようですが、議会も地元住民もＯＫを出さず、
新年度予算には組み込むことができませんでした。
議会の「学校跡地検討協議会」は、廃校 3校を視察し、
活用案についての検討を始めています。3月定例会
でも、数名の会派代表や議員の質問がありました。
　旧新松戸北小周辺の地元住民は、3月 22 日 ( 土 )
午後、新松戸西小で担当職員を招いて、計画の説明
を受け、住民からの提案を出していく住民集会を企
画し、住民の切実な声を行政に伝えました。
旧新松戸北小跡の有効利用を考える会では、3月定
例会前に、行政への提案と議会各会派への要請を
行っています。また、連続的な住民の懇談会を開催
し、市民からの具体的な提案ができる努力もしてい
ます。第 12回懇談会を、4月 20 日 ( 日 ) 午後 2時
から、新松戸市民センター茶室でおこないます。奮っ
てご参加ください。

■これで市民参加か？

　「パブリックコメント」という手続きを知ってい
ますか。「松戸市パブリックコメント手続き実施要
綱」（06年 10 月 1日施行）で定めた手続きで「市
の条例や計画などの、基本的な政策の策定過程にお
いて、（1）政策の案を公表し、（2）広く市民のみ
なさまから意見を求め、（3）提出された意見に対す
る市の考え方をホームページなどで公表する一連の
手続き」です。政策形成過程への市民参加をめざし
ています。
　このような説明を聞くと、市民参加の有力な手続
きと勘違いします。ところが、実際は、松戸市では
全く機能していません。昨年後半から現在までの実
施は 7件で、市民が応募した人数は 12名のみです。
この実態では、市民参加の前進どころか、行政のア
リバイづくりに止まっています。

■市民生活に直結のごみ処理計画

なのに？

　最新のパブリックコメントの公表は、「ごみ処理
基本計画素案」に対する市民の意見・提案でした。
この案件だけが 9名（1団体、8名）、59 件の意見
が出されています。「ごみ資源化を考える会」とい
う市民団体が、「ごみは宝」と資源化をめざす論議
や見学、研修などを行い、多くの提案をしています。
この中の 1名が筆者で 11件の質問・意見を出しま
した。筆者の意見に対する市の考えを 2点紹介しま
す。資源化に対する積極的な姿勢が見られません。
＜質問･意見＞生ごみの資源化対策が消極的すぎる。
家庭から出る生ごみの資源化を模索し、バイオマス
等のエネルギー化や堆肥化の道を具体的に提起する
べきだ。

＜市の考え＞排出さ
れた生ごみの資源化
については、資源の
有効利用や環境負荷
の低減の観点から、
今後、その技術の動
向を注視していくこ
とが必要であると考
えています。そこで、
バイオマスのエネル
ギー化等も含めた資

パブリックコメントと松戸市
ごみ処理基本計画の問題点

源化に関する情報の収集に努めています。
＜質問･意見＞ごみを減らすために、家庭ごみの有
料化を提案しているが、有料化した自治体の経験か
ら、リバンドで元に戻ってしまう状況にあることか
ら、ごみ減量の対策にならない有料化の提案は撤回
すべき。
＜市の考え＞リバンド対策の重要性はご意見のとお
りです。そのため、他市の事例を参考に調査・研究
するなど、再びごみ量が増加に転じる「リバンド」
の防止に努めていきたいと思います。

■地球温暖化問題から見ても

　今回の「ごみ処理基本計画素案」は、2008 年か
ら 2020 年までの 13 年間のごみ処理計画です。基
本計画では、まず焼却ありき、次に資源化の検討と
いう温暖化対策の観点からも立ち遅れた計画となっ
ています。資源化の具体的取り組みこそ、地球温暖
化問題や最終処分場を市内に持たない松戸市の喫緊
の課題です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野信次　記
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　私が「脱サラ」をして、児童養護の仕事をするため
に新松戸から横浜に引っ越してきてから、もう4年
が過ぎた。それまで新松戸に住んでいたのに、わざわ
ざ横浜まで行ったのは、ずっと横浜の方が進んでいた
からだ。横浜や川崎ではファミリーグループホームと
いう、職業里親の制度が整っていた。つまり、里親を「職
業」として選ぶことができたのだ。残念ながら “福祉
の後進地域” 千葉県では全く不可能なことだった。
　しかし、何も知らないまま、この仕事に飛び込ん
でしまったのだけれど、この世界の実情をもっとよ
く知っていたら、この仕事をしようという決断がで
きなかったに違いない。この児童養護の世界は、まっ
たく問題だらけだ。そのどれも重大な問題で、知れ
ば知るほど、立ちすくんでしまいそうな気分になる。

●児童虐待と発達障害児
　その中で今特に大きな問題がふたつある。ひとつ
は「児童虐待」の問題だ。もう一つは近年とみに増
えていると言われる「発達障害児」の問題だ。
　虐待の問題は相変わらずマスコミをにぎわしてい
るが、横浜市では、新規に虐待の相談や通報される
件数だけに限れば、昨年度と一昨年度は、前々年の
2004 年度から比べると少しづつ減少したそうだが、
トータルの件数（調査中、指導中、なども加える）
では、相変わらず増え続けているとのことだ。
　私のホームが引き受けた子どもの中では、被虐待児
はまだ一人だけだが（発達障害児はもう既に二人。う
ち一人は重症で養育しきれなくて措置解除）、児童相
談所はこういう子供たちのケアをするための預け先に

困っている。普通の子ども
の世話をするより、深く傷つ
いた子どもの心を癒すのは、
遙かに困難が大きいからだ。
　私のホームの場合、開設
初年度に虐待を受けた子供
を引き受けてくれと言われ

て、「初っぱなからこれかよ」などととても困惑してし
まった。しかし、この子の場合は比較的虐待期間が短
かったために、表向きは割合スムーズに（？）回復し
てきたように見える。しかし、心の内面深くに食い込
んだ傷は、そうそう簡単に治るものではない。。

●虐待は親の問題
　親との面会を繰り返すうち、虐待の問題は、子ども
をどうケアするかというのも大事なことだが、親の問
題を何とかしないと、何の解決にもならないというこ
とをつくづく思い知らされた。
　この子の親に限らないが、虐待をしてしまった親の
無知・無自覚ということばかりが問題なのではない。
孤立して、生きにくい社会に苦しんでいる姿が見えて
きて、虐待の問題は、当たり前のことだが、親の問題
なのだということ、そしてその親が社会の底辺で翻弄
されているという世相の反映でもあるということだ。
　そして「日本には、親を指導したり再教育したりす
るシステムがないんです。そういう親をサポートする
必要があるのに、アドバイスすることくらいしかでき
ない。全く無力です」と苦悩をにじませて語る児相の
職員を前に、私は語る言葉が見つからない。
　もう一つの問題である「発達障害」とは、子どもは、成
長に応じて年齢に応じた発達をしていくものだが、そ
の発達が遅れたり、ひどく偏ってしまったり、という
ものだ。これは、生まれつきのもので、環境によって
発病するというものではないのだそうで、遺伝的要素
ももちろんあるが、母親が妊娠中に非常に劣悪な環境
（特に過大なストレスの中で）で生活せざるを得なかっ
たツケが子どもに出て来たのではないか、と推測して
いる。そうでなければ、近年とみに増えていると、関
係者が口を揃えて言うことの説明がしにくい。
　少子化問題が随分と取りざたされたけれど、こういう社
会で子供が増えるわけはない。そのことが、虐待や発達障
害の問題を通しても見えて来ている、という思いが強い。
赤塚ホーム　赤塚俊美（横浜市・ファミリグループホーム　
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　家庭児童相談室長の小沢邦昭さんから聞きました。千
葉県には 6つの児童相談所があり、松戸市は、柏児童相
談所の管轄内です。05年までは、児童虐待の相談は児童
相談所で扱っていましたが、05 年 11 月の児童福祉法の
改正によって、一次相談は市町村でも扱うことができる
ようになっています（立入りや措置の権限はない）。

■年々増加の児童虐待件数

　松戸市では、02年から「子どもと女性に対する暴力防
止対策地域協議会」を関係33機関で構成。事務局会議（11
団体で構成）は年 6回開催、通報のあった全ケースを検
討しています。さらに、個別支援会議が関係する団体で

構成され、年 24回開催しています。地域協議会で、子ど
もとＤＶをセットの協議会は、野田、船橋、松戸の 3市だ
け、このセットは評価できます。
　06 年度に松戸市の協議会が受けた児童虐待に関する相
談件数は 91 件。内訳は、身体 34 件（38％）、ネグレク
ト 28件（31％）、心理的 25件（29％）、性的 4件（4％）
等です。被害者の年齢は、3～ 6 歳 32 件（35％）、小学
生30件（33％）、３歳児未満19件（21％）、中学生７件（8％）
等となっています。
　児童虐待は年々増加。06 年度に全国の児童相談所が児
童虐待で受けた相談ケースは、37,323 件。市町村が受け
た相談ケースが、47,933 件で合計 85,256 件に上ってい
ます。虐待によって死亡したケースは、05年で 51件（56

松戸市内に児童相談所の設置を！～児童虐待をなくすための市の取り組み

「
お
産
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民
」
を
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く
す
た
め
に
今
必
要
な
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　私は、女性の出産環境を守り、その環境をより良
い方向へと改善すべく政策提言を続けている女性、
多職種、研究者等からの団体、Ｎ PO法人お産サポー
ト JAPANの事務局をしております。

▼開業助産所の存続が危な
い！

　昨今は地方だけでなく、都心においても「お産難
民」が深刻な問題となっていますが、妊産婦が産む
場所をもとめて不安な状況を余儀なくされている現
状は改善される兆しを見せていません。産科医の減
少が大きな要因とされていますが、昨年施行された
改正医療法第 19 条により開業助産所の存続も危ぶ
まれています。助産所での出産は全体の約 2％に過
ぎませんが、お産の満足度は大学病院や診療所など
に比べてケアーなどの質の高さから、根強い人気と
なっています。本年 4月以降助産所が個人契約にお
いて嘱託医・嘱託医療機関の確保をしなければ、廃
業もしくは出産を取り扱うことの出来ない助産所と
いうことになります。助産師は開業権を持っていま
す。しかし医療法第 19 条において嘱託医・嘱託医
療機関を確保していなければ開業が出来ないという
不合理な法律と言えます。更に産科医の減少は嘱託
医・嘱託医療機関の確保を困難なものとしています。
このような状況への危機感から、当会は昨年改正
医療法第 19 条の廃止を訴え署名活動を行い 15 万
筆を超える署名を集め、国会へ提出しています。助
産所における出産の安全性確保の責任を個別の医療
機関・医師でなく、周産期医療ネットワークで担っ
ていく方向を目指す必要性を強く感じているからで
す。

▼産科医不足の解決策

　また産科医の減少は激務や訴訟の増加が大きな原
因となっておりますが、女性医師の占める割合が増
加しており、医師自身の出産・子育てで現場を離れ

人）、うち 0歳児が 4割を占めています。

■生後 4ヶ月未満の「こんにちは赤
ちゃん」事業

　松戸市では、このような痛ましい児童虐待をなくすた
めに、市民への広報活動と地域協議会による児童虐待防止
ネットワークの取り組みがされています。008年度から「こ
んにちは赤ちゃん」と呼ばれる国の補助事業がスタートし
ます。これまでは乳幼児の検診は、1歳半、3歳児の検診
だけでしたが、生後4ヶ月未満の赤ちゃんが対象で、今年
は 4,000 人ほどの乳児の家庭に訪問がされます。0歳児の
虐待による死亡例が大きいだけに、子育てに苦しむ保護者
との会話・相談は児童虐待の防止にもつながります。
　松戸市での子育て環境は、近隣自治体と比べても、児童
館 1館に示されるごとく立ち遅れています。地域での「子

長時間勤務を強
いられる現状で
はその後の復職
が難しいことも
減少に拍車を掛
けています。今
後も産科医の
減少は続くもの
とみられていま
すが、産科医不足の解決策として、国は産科医の大
病院への集約化をすすめています。地域によっては
集約が望ましい場合もあります。しかし医師の数だ
けを中心に据えた環境整備では産む側にとっての負
担となるだけです。産む側にとって満足の行くお産
環境へつなげるために、地域で活動している開業助
産師や産科の閉鎖に伴い他の診療科で看護士として
働いている助産師を病院との医療連携の整備の上で、
バースセンターや院内助産所を開設し正常なお産を
担えるような措置をとる。さらに潜在助産師（育児
などで一次現場から離れていた助産師）の活用をは
かるなど各地方自治体の早急な取組も必要であると
感じます。厚生省は「院内助産所・助産師外来」を
推進する方向性を示唆していますが、勤務助産師・
潜在助産師の再教育・また助産師を増員させるため
に大学での助産師専攻科などの推進も同時に進め質
の高い助産師の育成に努め、医師・助産師・看護士
と専門性を活かし、しっかり住み分けられる環境を
整えていくように働きかけて頂きたいと感じていま
す。しかしリスクの高いお産が増え、医療との連携
はとても重要となっていることも事実です。周産期
医療ネットワークを推進するなど、地方自治体の果
たす役割はこれまで以上に大きくなってくるものと
思われ、前向きな取組を強く期待しています。
　　　　　　ＮＰＯ法人　お産サポートＪＡＰＡＮ
　　　　　　　　　　　　　　事務局　小川みさと
　　　　http://www7a.biglobe.ne.jp/~osansupport/

育てサロン」「親子ＤＥひろば」などが多くなり、子育て
のサポート事業が多くなれば、安心して子育てができる
環境となり、児童虐待は減少していくでしょう。

■松戸市内に児童相談所設置は切実
な課題

　3月定例会に「松戸市内に児童相談所の設置を求める」
請願が出されました。しかし、最終日の本会議で否決さ
れています。きめ細かな対応ができるためには、県内 6
つの児童相談所の分割が喫緊の課題です。児童虐待が起
きない子育て環境の整備が前提ですが、児童相談所の権
限が強化されてきただけに、虐待を未然に防ぐ対応がと
れます。何としても松戸市内に児童相談所の設置を！の
世論を大きくしていきましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野信次　記
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　再処理工場の本格稼働がまた延期された。12回目
の延期である。5段階に分割された最終試験の、第
4段階に終了する予定のガラス固化体製造がうまく
いかず、第 5段階に持ち越されて最後の関門にはい
ったという形である。ガラス固化体の制作装置全体
を取り替えるしかないのでは？と思うのは素人考え
なのか。
　ともあれ、再処理工場から直線距離で 6キロの地
点に住む者としては、ひとまず息をつける思いだ。

▼再処理工場が操業されても、逃
げ出さない覚悟

　18年前、千葉県松戸市から子供たちと一緒に六ヶ
所村へＵターンしてきた当時は、再処理工場が操業
したら住み続けたくないと考えていた。子供たちへ
の影響が心配だった。　しかし、反対運動の一環と
してチューリップ祭りを続け、六ヶ所村で生活を続
けるうちに、その考えはだんだん変わっていった。
　子どもたちが一人ずつ巣立っていったこともある。
介護していた両親が亡くなったこともある。でもそ
れ以上にここに根付いた生活を捨てたくないという
思いが強い。私の住む集落は戸数11戸の小さい集落
なのだが、この数年、青年たちが結婚して赤ちゃん
も産まれ始めた。早朝に起きて牛の乳を搾り、夏に

6

は牛に食べさせる牧草やデントコーンを育てる。倦
まずたゆまず働くそんな姿を見ていると、生活は労
働に支えられているのだと実感できる。この人たち
はたとえ再処理工場から放射能が漏れても、生活の
基盤を投げ捨てて逃げ出すことはできない。「安全で
す」と行政の担当者が言い続ければ、それを信じる
だろう。生活を続けるためには信じるしかないのだ
から。
　だから、私も最後まで故郷に生きよう。ごく単純
にそう心を決めた。畑の奥に「花の森」を育て、散
骨できる森を育て始めた。「ここに散骨するようにと、
遺言を書いておこうね」と笑いながら、姉と一緒に
オオヤマザクラの苗木を植えた。

▼ 10年後 20年後に、六ヶ所村
はどうなっているのだろう

　六ヶ所村の水はまだ放射能に汚染されていない。
水道の蛇口からそのまま飲めるおいしい水だ。しか
しおぶち沼の水はごくわずかだというが汚染されは
じめた。再処理工場の敷地周辺もまた、汚染され始
めている。
　気になる数字がある。フランスのラ・アーグ再処
理工場の実測値と六ヶ所再処理工場の予測値がかけ
離れていることだ。フランスＧＲＮＣの 2004 年報
告書（2006 年 10 月発行）で発表された農畜産物と
海産物における放射能濃度実測値と青森県予測値を
比較すると、根菜中のセシウム 137 の濃度は、フラ
ンスの 10 万分の１にとどまっている。また、牛乳
中のストロンチウム 90は県の予測値の 3825 倍にな
っている（大阪・美浜の会のホームページ参照）。ラ・
アーグでの汚染実態は、明日の六ヶ所村の姿である。
　青森県議会では、高レベル廃棄物の最終処分場拒
否条例が 3月県議会で議論もされないまま否決され
た。東通村と六ヶ所村ではこの冬、最終処分場誘致
に向けた議員学習会が開かれた。　議員たちには目
先のお金しか見えないのだ。健やかな水と空気を守
るために、私たちは使える手段をすべて使って、「再
処理工場を止めよう」とみんなに呼びかけていきた
い。　　　
青森県六ヶ所村　　花とハーブの里　　菊川慶子

空気も水も放射能で汚染する再
処理工場の本格稼働はやめろ！
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　裁判員制度とは、裁判官と一般市民から選らばれ
た裁判員が同席して、刑事裁判（殺人、放火等）の
審理を行う制度（裁判員の参加する刑事裁判に関す
る法律）です。2004 年 5月、司法制度改革の名のも
とに国会の審議も不十分な中で成立し、2009 年 5月
の実施をめざして準備が進められています。
　裁判を推進する人たちは、国民が裁判に参加する
のは「健全な国民の常識が直接裁判に反映でき、裁
判に参加することにより、日本国を支えていると思
うようになる」と言っています。

●知れば知るほど、疑問の声が広がる
　
　しかし、裁判員制度に疑問をもった市民の声が広
がりだしています。昨年 8月、1000 人の会主催の「住
民塾」で「裁判員制度って何？」と裁判員制度の問
題点を指摘していた高山俊吉弁護士を招いて、学習
会を開催しましたが、疑念は深まるばかりでした。
　さらに 11月、裁判員制度に反対する弁護士たちが
開いた集会にも参加し、その後市民有志で「裁判員制
度を考える会・松戸」準備会を立ち上げました。その
後数回の相談会を重ね、制度の凍結・廃止を広く呼び
かけるために「裁判員制度を考えてみませんか」2.17
松戸集会を開くことを決め、再度高山弁護士を招きま
した。集会には 90名ほどの市民が参加されました。
高山弁護士からは、①裁判員は選ばれたら原則断れな
い。②重大事件を短期間（3～ 5日）で裁き、刑量 (
死刑や無期懲役等 )までも決めなければならない。③
この裁判で知りえたことを周囲に話すと懲役刑か罰金
が科せられる等々、一般市民が到底参加できるような
制度ではない、という事実が明らかにされました。
　さらに「裁判員制度を考える会・松戸」が発足され、
今後、松戸市内でのミニ集会の企画。県内各地での学
習会・講演会の開催要請。3月から月 2回（第 2.4 土
曜日の午後）、ＪＲ松戸駅東口で駅頭宣伝をし、裁判
員制度の問題点を周知し、凍結・廃止への世論を盛り
上げていくことを確認しました。さらに、全国的な「裁
判員制度はいらない！」の世論と国会対策を進めて
いくために、「裁判員制度はいらない！ 6.13 大集会」
（日比谷公会堂）が企画され、準備がされだしました
ので、参加していくことにしています。

●6.13「裁判員制度はいらない！大集会」へ

　この集会に向け、「裁判員制度はいらない！大運動」
では、5つの提案をしています。①一人ひとりが裁判

員制度の語り部になろう。②街頭宣伝をおこなおう。
③全国各地で、学習会・講演会を開こう。④インター
ネットやマスコミにも恒常的な発信をしていこう。⑤
どの団体とも連携していこう、です。
　2月 29 日、新潟弁護士会の総会では「裁判員制度
実施の延期に関する決議」が採択されました。これか
らが勝負の 1年です。知れば知るほど「裁判員制度は
いらない」が増えるこの制度の凍結・廃止の世論を大
きくしていきましょう。　　　　　　　　　
　　裁判員制度を考える会・松戸　　今川和子　記

裁判員制度はいらない！
動き出した反対の声

松戸市議会 3月定例会を傍聴して

～議会と市長の対立、副市長が空席に！
　3月定例会は、2月 22 日から 3月 24 日まで開催
されました。
　3月定例会のスポットは、空席となった副市長の
人選を提案できなかったことです。川井市政が 14年
前に誕生した際、助役（現在の副市長）の候補とし
て県の職員を提案し、議会の賛成が得られず、しば
らく空席となったことがあります。今回は、最終日
の議案採択がすべて終わった後に、市長あいさつが
ありましたが、退任する宇田川副市長の後任を提案
できず、しばらくの間市長が兼任するとの発言があ
りました。
　なぜ、副市長の人事案件が提案できなかったのか。
議員の構成では、市長の提案する施策に賛成する議
員が圧倒的で、副市長の提案・承認はあたり前のよ
うです。ところが、市長の「意中の候補者」に、保
守系の会派でさえ、ＮＯ！と了解をしなかったので
す。ＮＯの理由は、候補者の人格にあるようです。
市長の評価は高くても、「派閥を作り、傲慢だ」との
評価が議員ばかりか、職員の中にもあるようです。
　最近、市立病院の建替え問題でも議会と対立。廃
校 4校の跡地利用計画でも市長提案にすぐ賛成しな
いで、「学校跡地検討協議会」を設置。行政のいいな
りにならない、議会の権能を高めていくための「市
議会活性化委員会」がつくられています。5期目を
めざしだしたとの風評が飛び立つ川井市長、これほ
ど議会と対立して 5期目の展望があるのでしょうか。
5期目、とんでもありません。川井市政を変えるた
めの市民の決起が待たれます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野信次



4 . 議案、請願･陳情、意見書への採択状況について、
現在はどの会派・個人が賛成・反対・退場されたの
か判りません。市民が議員の姿勢を判断できる物差
しとなります。全議員の判断が判るように表示を変
更してください。
5. 議案の説明について、多くの議会では省略されて
いますが、松戸では紹介しており評価できます。し
かし、平面的で読みにくい感じがします。読みやす
くする工夫をしてください。
6. 常任員会・会派の視察報告等も掲載してください。
7. 選挙後の『議会だより』には、会派毎の議員紹介
をしてください。
8. 2008 年 1 月号（192 号）には、本来、学校跡地検
討協議会、議会活性化委員会の紹介が掲載されても
よかったのではないでしょうか。今後、新たな委員
会ができた際には紹介ください。また、特別委員会
の活動内容等も紹介ください。
9. 議会活性化委員会の場を市民参加の議会改革の観
点から、市民に公開してください。
2008 年 3月 24 日
　　市民自治をめざす 1000人の会　代表　今川和子
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政策研究＆イベント掲示板
●裁判員制度はいらない！プレジンポ　　
　▼日時/4月18日（金）午後6時から　▼会場/弁護士会館（クレオ）
　▼講演/高山俊吉弁護士他
　▼連絡先/03-3348-5150（裁判員制度はいらない！大運動）
●廃校跡地の有効利用を考える第12回懇談会
　▼日時/4月20日(日)午後2時から　▼会場/新松戸市民センター
　茶室　▼連絡先/047ー341-0126(今川)
●自主講座「市民自治」第３回、４回の講座～
前我孫子市長・福嶋浩彦さんが主任講師
　▼（第4回）日時/4月23日（水）午後6時30分から　▼テーマ/
　2元代表制における議会と首長
　▼(第5回)日時/5月28日(水)午後6時30分から　▼テーマ
　･憲法と地方自治～地方政府・立法院に移譲などをめぐって　▼会
　場/中央学院大学（6号館622号室）　▼受講料/1000円　▼連絡先
　/047-360-6064(吉野)
●出前講座～『第 3次実施計画』と 08年度・
松戸市の財政（予算）と新たな施策
　▼日時/4月25日（金）午後6時30分から　▼会場/ほくとビル4
　Ｆ会議室
　▼ゲスト/中山義久さん（財政本部長）
●みどり千葉講演会＆第2回総会
　▼日時/4月26日（土）午後1時から　▼会場/アミュゼ柏和室
　▼講演/オーストラリアみどりの党の活動と選挙制度　▼連絡先
　/090-8803-5574(武藤)
● 08年春チャリティーフリーマーケット
　▼日時/4月27日(日)午前10時から　▼会場/新松戸中央公園
　▼1000人の会/川場のコンニャクと竹の子　▼連絡先/047-360-6064
　（吉野）
● 2008年松戸憲法記念日の集い
　▼日時/5月3日（土）午後2時から　▼会場/松戸市民会館ホール
　▼ゲスト/神田香織さん「はだしのゲンと憲法9条」　▼参加費/500
　円　▼連絡先/047-346-0906(榎本)
●市議選候補者選任の懇談会
　▼日時/5月11日（日）午後2時から　▼会場/ほくとビル4Ｆ会
　議室　▼テーマ/行政と議会を変える・誰を候補者に！
●第25回住民塾「よりよい最期を迎えるために、
私のエンディングプランは」
　▼日時/5月17日（土）午後2時から　▼会場/ほくとビル4Ｆ会
　議室　▼講師/生活クラブ生協「ライフプラン講座」講師

　松戸市議会では、昨年 1年間ほどかけて「議会を
考える懇談会」が開催され、その論議をまとめた『今
後の松戸市議会のあり方～検討報告書』が提案され
たと聞き及んでいます。この提案をもとに、昨年 12
月定例会時に「議会活性化委員会」がスタートして
います。
　地方分権が推進され、これまでの議会では果たす
ことができない役割が求められだしています。（略）
　こうした議会をめぐる諸状況があるからこそ、議
会改革が喫緊な課題となっているのだと思います。
議会みずからが議会改革を検討されることは有意義
なことだと高く評価をするものです。同時に、こう
した努力が市民に伝達され、市民が議会の変化を理
解できなければ、議会改革も大きな成果を実現でき
ません。市民サイドからも、議会についてどのよう
に改革してほしいのか検討する気運を高める必要が
あります。
　このような観点から、市民有志で市民が考える議
会改革の提言として、『議会だより』をもっと、市民
が好感を持て、議会の状況がわかり易い議会報にし
ていただくために、検討会をもちました。検討にあっ
て、近隣自治体議会はもとより、東京や神奈川など
12自治体議会の『議会だより』を集めて、比較検討
したところです。残念ながら松戸の『議会だより』
は高い評価を得ることができませんでした。
　以下、市民に読みやすく、わかり易い『議会だより』
に改善していただくために、9点の改善点を提言します。

＜提　言＞
1. 市民が読みやすい紙面にするために、ゆったりし
た紙面として年 4回とも 8ページ立てにしてくださ
い。また、読みやすい紙面づくりの割付をもう少し
工夫をしてください。
2. 日付は、西暦と元号の併記にしてください。
3. 一般質問の紹介について松戸では、質問者が誰か、
すぐにわかりません。多くの議会で、質問者の名前
と顔写真が掲載されています。誰が質問をしたのか、
すぐにわかる方法をとってください。

市議会活性化委員会　委員長さま
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