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政策医療（救急・小児・周産期など）と地域医療支援病
院としたい、と断念から建設へ全面転換、「大きな変心」
を明らかにしました。
　新病院ができれば、駅から近く市民が利用しやすい。
医師・看護師等の確保がしやすい。対応できる医療圏の
拡大、集客力の向上等々で経営に寄与するとバラ色の展
望を示したのです。今後のスケジュールは、２０10年度
新病院建設開始、12年度新病院完成。

■なぜ、「継続審査」にしなかっ
た松戸市議会
　松戸市議会は、病院建設特別別委員会を度々開催し、
市長の提案を協議しました。質疑の中では、市長の提案
に不安・疑問・問題点が数々出されました。市長は、基
本計画も基本設計も提案しないで、市長の「政治決断」
だと、用地確保を迫るだけでした。12月 16日の病院建
設特別委員会は、多くの問題点を承知で、有力な候補地
として全会一致で認めました。
　議会最終日の 18 日、市長提出の『議案 48 号～新病
院建設用地取得事業の土地代金 22億円の債務負担行為』
に対して、2名の反対だけで可決されました。市民に何
も情報提供しない、詳細が何もわからない、用地が妥当
かわからないと「ないないずくし」の中で、市長の「政
治決断」なる恫喝に屈したのです。議会の役割は、「継
続審議」として、詳細計画を提案させ、事業の妥当性を
論議すべきでした。これでは議会の自殺行為で、行政の
監視という議会の役割を放棄したことになります。

■基本計画・設計もない中で
用地決定を迫る市長
　市立病院建設問題は、松戸市政にとって最重要課題と
なっています。12月定例会で、川井市長が「大きな変心」
を披瀝しました。9月定例会で、市立病院の建替えは「企
業債等財源の目安が立たないので撤回、白紙に戻す」と病
院建設の断念を表明しました。市議会は、8年間の取組み
を全面否定したものと怒り、特別決議『市立病院の早期建
設に関する決議』を全会一致で採択したところです。
　それから 2ヶ月後の 11 月 28 日、松戸市議会全員協
議会で市長は、「紙敷土地区画整理事業地内」（ＪＲ武蔵
野線東松戸駅周辺）の集合保留地 66 街区（1.1 ㌶）を
建設用地としたい。土地は狭いが、建ぺい率 80％、容
積率 300％で建物を高層化できる。病床数 600 床程度。

市立病院建設２転３転、川井市長の変心
　市長の「決断」で腰砕けの松戸市議会
　あけましておめでとうございます。米国発の世
界金融・経済危機による大不況の中で、新年を迎
えました。大不況の中で私たちの生活は、塗炭の
苦しみに突き落とされだしています。派遣や契約
社員が次々と解雇され、行き場を失っています。
政治は、この課題解決に全力投球をすべきです

市民自治をめざす 1000 人の会
第 12回総会のご案内
▼日時／ 2009年 1月18日（日）午後1時30分から
▼会場／松戸市民会館 301 号室
▼議題／ 2008 年の反省と 2009 年の活動方針検討、
　　　　2010 年秋の市議選候補予定者の推薦市立病院の予定候補地となった１．１ha の土地だが
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　「関さんの森」を守る賛同署名にご協力ありがとう
ございました。12 月１8 日に第３次分を追加して合
計 30,526 名分を提出しました。
　9月１日に「関さんの森道路案」を市長に提出し、
署名活動を開始してから 3ヶ月余になります。皆さ
んのご協力を得て、署名集め、チラシ配り、ポスター
貼り、街頭署名活動にも参加していただきました。
　森でも、関さん宅の屋敷の見学案内を続け、講演
会やフォーラムを催しました。千葉県の弁護団、東
京の弁護団の支援もいただきました。テレ朝の「ワ
イドスクランブル」「スーパーモーニング」、ＴＢＳ
の「噂の東京マガジン」、日テレの「おもいっきりい

いテレビ」、ＮＨＫの「夕どきネット」、コアラＴＶ「コ
アラニュース」他、松戸よみうりを始め新聞・ミニ
コミ・雑誌等メディアでも取り上げられて全国的に
なりました。
　この間、紆余曲折を経て 12 月３日、川井市長と地
権者の関美智子さんの会談が成功。ようやく「関さ
んの森新道路案」の検討が始まりそうです。

　12 月松戸市議会で「新道路案を検討したい」との
市長発言があり、千葉県議会での「話し合いでの道
路建設が望ましい」との堂本県知事の発言もありま
した。話し合い解決への道が見えてきました。ただし、
まだ松戸市は強制収用 ( 土地収用法 ) の手続きを止め
ていません。予定の 12 月中の申請はなくとも、期限
(2月 )までは可能性があり、その後の延長もありです。
　松戸市が正式に記者発表をするか、来年度予算が
決まるまでは安心できません。 松戸市が強制収用手

続きを止めるまで署名活動は続けていきます。
　「関さんの森」に一度お越しください。土・日 (1
月 10 日から ) は当分、屋敷内のご案内もします。屋
敷林と広場、梅林はいつでも見学できます。また「関
さんの森」ＨＰをご覧ください。署名用紙もインター
ネット署名もあります。ぜひ、今一度、お知り合い
の方に署名協力をよろしくお願いいたします。

　　　　関さんの森を守る市民応援団　　武笠紀子
（２～３頁の写真は「大北寛web 写真展」からの転載
です）http://kan.web5.jp/SEKI/Frameset.html

「関さんの森」の保全と３・３・７号
道路の開通は話し合いが早道！

http://kan.web5.jp/SEKI/Frameset.html
http://kan.web5.jp/SEKI/Frameset.html
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　かつて里山は人々の生産と生活を支えてきた。だ
が、生産様式や生活スタイルが変化するに従い、燃
料や肥料を供給するという意味はなくなっていっ
た。それに代わって、里山は現代的な意味を強く帯
びるようになった。その一つが人を育むという意味
である。都市の中の里山を未来の子どもたちに残す
ことの意義を、この点から述べてみたい。
　里山は、子どもたちにとって身近な自然の遊び
場であるばかりでなく、子どもたちの感性を解き
放つ。「センス・オブ・ワンダー」( レイチェル・カー
ソン：「神秘さや不思議さに目を見はる感性」のこ
とをいう ) は、環境学習の出発点である。里山に
生徒たちが体験学習にやってくると、歓声があが
り、里山が賑わう。子どもたちの感性が活性化され、
自然への興味が喚起されるのだ。
　私の父は、子どもたちの自然体験学習や自然の
中での遊びを重視し、そのための教育資源を子ど
もたちのために提供してきた。父のその気持ちは
時代を先取りするもので、その気持を受け継ぎた

いと思っている。
　教育資源としての里山は、多様な緑地を含み、豊か
な生態系を維持しているので、子どもにとっても、お
となにとっても環境学習の宝庫である。
　里山からは、自然科学中心の生態系の知識だけでな
く、どのように人が自然と向き合い生きてきたかをめ
ぐる社会史を身近に感じ取り学ぶことができる。ここ
に里山の独特の教育的意味がある。言い換えれば、里
山は、自然科学と人文・社会科学との学際的学びの実
験場である。
　里山は、ストレスの多い都市において、憩いの場と
しても重要である。身近な里山は、ケアの場としての
機能も果たしてくれる。
　そればかりでなく、暮らしの原風景としての里山は、

そこに生きるおとなと子どもにとって歴史的・文化的
景観であり、自信を持って生きるうえで必要なアイデ
ンティティの構築の資源となる。つまり、文化的活力
を人々にもたらしうるのだ。これも、里山ならではの
意義である。
　いまある里山を保存・保全するかどうかは、人々が
どのように自然と向き合い、住空間を文化的で心地よ
いものにするかどうかにかかっている。これは、子ど
もを育てるおとなの課題でもある。
里山の保存・保全を選択するおとなたちが、どのよう
に里山を育てるかをめぐる合意形成に取り組む姿は、
子どもたちに、市民であることを教えることになる。
また、おとなたちの里山の保存・保全の活動は、温暖
化抑止への社会的な貢献を意味し、そのおとなたちの
姿は、子どもたちが地球規模の環境問題の解決に参加
する地球市民へと発達するのを促すことになる。

都市の中の里山を未来の子ども
たちに残すことの意義

関　啓子（一橋大学大学院社会学研究科教授）
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　麻生政権は、10月 30日、米国発の金融危機に対
処するために「政治空白はつくれない」と、解散・
総選挙の年内実施を見送る方針を表明。しかし、「追
加経済対策」としての第 2次補正予算も提出できな
いで臨時国会は終わりました。12 月中旬に行われ
た新聞各社の世論調査で、麻生政権の支持率が「危
険水域」とされる３割を大きく割り込みました。

●どの調査でも、「支持率急落、
不支持率急上昇」

　新聞各社の全国世論調査で、麻生政権の支持率が
大幅に変動し、国民の政治判断がはっきりしました。
▼共同通信　支持率は前月比 15.4 ポイント減の
25.5％と大幅に急落。不支持率は前回から 19.1 ポ
イント増の 61.3％と急増。
▼朝日新聞　支持率は前月比 15 ポイント減の
22％。不支持率は前月比 23ポイント増の 64％。
▼読売新聞　支持率は前月比 19.6 ポイント減っ
て 20.9％、不支持率は 25 ポイント跳ね上がって
66.7％。
▼毎日新聞　支持率は前回比 15 ポイント減の
21％、不支持率は 17ポイント増の 58％。
▼産経新聞　支持率 22.6％、不支持率 69.2％とな
りました。
　麻生太郎首相と民主党の小沢一郎代表の「どちら
が首相にふさわしいか」との各社の調査でも、小沢
代表が麻生首相を逆転しています。　

●この急落・急上昇の原因は　
　支持率の急落の背景には、麻生首相の「問題発
言」や漢字の読み違えなど「首相の資質」に対す
る失望感が大きく広がったことがあります。また
「資質」問題以上に、金融・経済危機に対して、早
期の経済対策「第２次補正予算」を提出すると解
散・総選挙の年内実施を見送ったにもかかわらず、
臨時国会中に提案もできない失態と重要政策に対
する大きなぶれがあります。「第２次補正予算」の
目玉とした総額２兆円の「定額給付金」の自治体

への丸投げ問題、郵政民営化、道路特定財源、基
礎年金の国庫負担引き上げ問題など、政権能力が
大きく問われたと思います。さらに深刻なことは、
自民党政治が限界に来ていることです。冷戦構造
の解体以降、本来ならば少子高齢社会到来の中で、
年金、医療、介護などの安心できる社会保障体制

の構築という
目標を設定し、
新たなビジョ
ンを打ち出す
ときでしたが、
その政策提起
ができません
でした。さら
に、「選挙の顔」
として誕生し
た麻生首相を
支える体制も
急激に弱体化
しています。

●早期の解散・総選挙を！
　この全国世論調査の結果とその背景を見るとき、
もはや自民党政治は退場するしか道はないと思いま
す。大事なことを決断できず、解散を先延ばしにし
て保身をはかっても勝利の展望は生まれません。圧
倒的な国民が、早期の解散・総選挙を求めています。
麻生政権が延命すればするほど、金融・経済危機対
策は立ち遅れ、国民が塗炭の苦しみに追い込まれま
す。とりわけ労働者の 3分の 1が非正規雇用で、大
企業でも「業績悪化」を理由に次々とリストラ・解
雇が続いています。ものづくりで大きな役割を果た
してきた中小零細企業への銀行の貸し渋りも深刻で
す。今こそ、世界大の暴風の中で、羅針盤の操縦を
しっかりさせて、暴風からの脱出を図れる政権が求
められています。そのためには、早期の解散・総選
挙しか道はありません。早期の解散・総選挙を求め
る世論を大きくしていきましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　1000 人の会事務局長　吉野信次

麻生政権の支持率急落、「政権末期症状」

　解散総選挙で信を問え

●第 14回懇談会のお知らせ
　新聞社 支持率
(前月比 ) 不支持率
(前月比 ) 
共同通信  25.5 % 
(-15.4)  61.3 % 
(+19.1)  
朝日新聞  22   % 
(-15  )  64   % 
(+23  )  
読売新聞  20.9 % 
(-19.6)  66.7 % 
(+25.0)  
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　田母神前航空幕僚長の投稿論文を引き金とした様々
な問題は、その多くが彼の「立場」と村山談話を継承
しているはずの政府の見解との矛盾に収斂しつつあ
る。そのためシビリアンコントロールは本当に効いて
いるか、に議論が集中している。
　しかし、おかしな話である。もしシビリアンコント
ロールが機能していれば彼のような人物が航空自衛隊
のトップにまで登り詰めることはなかったはずだ。彼
固有の歴史観は今に始まったことではない。自衛隊の
幹部養成校である統合幕僚校の校長時代（02～ 04）
から持論を展開し、「新しい歴史教科書をつくる会」
関係者を講師とする講座で侵略戦争を否定する講義を
繰り返し行なってきたからだ。

●軍事オンブズマンの制度を！
　また、今回の事件がなければ、田母神前幕僚長は自
衛隊三軍のトップである統合幕僚長の最有力候補でも
あった。さらに言えば、斉藤隆現統合幕僚長その人も
田母神氏以上に “危険視” されている人物といわれる。
三代にわたる軍人家庭の出身で、度々政治的行動をし
てきたことで知られる。幕僚長クラスの幹部人事では
内局（背広）、公安、官邸が何重ものチェックを以前
は行なってきた。現在は制服組が決めた人事を追認す
るだけ。日本のシビリアンコントロールは政治による
軍の統制ではなく、内局という行政を通じた間接的な
統制であることの必然的な結果である。
　問題はシビリアンコントロールが機能しているかど
うかではない。そもそもこうした仕組みにチェック機

能を期待すること自体が幻想にすぎない。シビリアン
コントロールは統制する側がその対象である自衛隊と
少なくとも同等、あるいはそれ以上の専門知識がある
ことが前提だ。でなければ統制など画餅である。防衛
大臣がクルクルかわり、軍事に対する専門知識を持た
ない議員にそれを期待するのはないものねだりに等し
い。議会の委託を受けた「軍事オンブスマン」の登場
こそ時代の要請ではないのだろうか。
　
　月刊ミニコミ誌『たんぽぽ』編集委員　永田　研二

田母神問題が浮き彫りにした
シビリアンコントロールの幻想

松戸市議会を傍聴して
「市民参加」の視点
欠如の行政と議会

　議会傍聴も
9定例会目と
なりました。
12月議会を傍
聴して、あら
ためて市民参
加の行政と議
会に変えることがいかに大変かと痛感させられました。1
面で紹介されています「市立病院建設問題」と８面で紹
介されています「議会基本条例」の論議過程を見ても、「市
民参加」の視点が欠落しています。
　病院建設問題で、市長の議会軽視に異議をとなえ、「は
じめに用地ありき」でなく、病院建設の基本計画・基本
設計を提示してから、用地問題を検討せよと提案した議
員たち。この異議は当然なことで、行政の横暴・問題点
を監視し、是正させていく役割が議会にはあります。こ
の質疑の過程で、市民への周知も問題にされました。病
院利用者は市民ですから、市民の目線で検討することは
当然だからです。
　その議員たちが、議会基本条例の策定過程では、「議会
の憲法」にもかかわらず、市民参加の手法を一切とらず、
「議員は市民の代表」なる旧態依然とした発想で、県内初
の議会基本条例を策定したのです。「市民参加」の視点を
空気のように受け止め、発想する行政と議会に変えてい
きたいものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野信次

「猛将」と呼ばれたという空幕長時代の田母神氏



　11 月 28 日、最高裁は、裁判員候補者に選ばれた
29 万 5 千人に対して通知を発送しました。翌日に
は、最高裁に設けられたコールセンターに辞退がら
みの相談電話が 870 件もあったそうです。11 月 20
日のＮＨＫニュースでは、通知の届いた人の約 40％
（118,500 人）の人から辞退申込みがあったと報じて
いました。通知が届く段階になっても、まだ理解が進
まず、「やりたくない」市民が圧倒的です。昨秋に取
り組んだ「裁判員制度を考える会・松戸」の取組みを
通じて考えてみたいと思います。

●今でも圧倒的多数の市民が
反対！
　11 月 12 日、ジャーナリストの斎藤貴男さんを講
師に「このまま実施して大丈夫？裁判員制度を考え
る講演会」を開催し、260 人ほどの市民が参加され
ました。講演会終了後にお願いしたアンケートには、
72人が提出していただき、賛成2人、わからない2人、
反対・参加したくないが 68人でした。
　11 月 22 日、「裁判員制度 賛成？反対？全国投票
の会」呼びかけに参加して、ＪＲ松戸駅で賛否を問
うシール貼り投票をおこないました。結果は、賛成
48 枚、わからない 44 枚、反対 201 枚で、約 7 割
の市民が反対でした。全国各地で取り組まれた結果
でも、賛成 25％、わからない 22％、反対 53％と
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なっており、反対
が賛成を大きく上
まわりました。
　11月 28 日、11
月 12 日の講演会
時に採択したアピ
ール文「私たちは
訴えます」とシー
ル貼り投票の結果、廃止を求める要請文を持って、
6人の会員で千葉地裁に要請行動をおこないました。
対応された地裁事務局総務課の専門官と 2時間余、
疑問点や不安な点を出して考えを聞きました。しか
し、のれんに腕押しで「一応伺っておきます」的対
応に終始され、明確な答えは聞けませんでした。

● 5月実施をさせない運動・世
論を！
　麻生政権は、国民の理解も支持もされていない裁
判員制度を、5月 21日からスタートさせようとして
います。
　裁判員制度に多くの疑問・不安を持つ市民たちが
全国的に連携して、スタート 1ヶ月前の 4月 21 日
（火）午後 6時から、東京・日比谷野外音楽堂で「裁
判員制度はいらない！全国集会」と銀座デモを予定
しています。
　裁判員制度はいらない！廃止を！の世論をさらに
大きくしていくために、当面 4つの行動を計画して
います。① 1月中旬までに、千葉弁護士会に対して、
反対の決議をしてほしい旨の要請文を提出します。
②これまでも取り組んできた毎月の第 2、第 4土曜
日の午後 1時から 2時まで、廃止を求める国会請願
署名等の宣伝行動を続けます。
③4.21日比谷集会に向けて、県内主要駅頭での「裁
判員制度はいらない！駅前キャラバン」を実行します。
④首都圏でいらない運動を続けている市民たちと連
携して、国会での院内集会の開催や国会議員への働
きかけを強化していきます。
　「司法への市民参加」というごまかしで、罰金と
懲役の脅しを強制する裁判員制度を廃止させましょ
う。
　　　裁判員制度を考える会・松戸　　今川和子　

罰金と懲役の脅しで参加を強制
する裁判員制度は廃止を！

裁判員制度への賛否シールを張って投票する市民
ＪＲ松戸駅東口前で
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　昨年 12月、ポーランドで国連気候変動枠組み条
約の第 14回締約国会議 (COP14) が開催され、来年
の COP15 で 2013 年以降の枠組み「ポスト京都議
定書」の最終合意・採択が目標になっているため活
発な議論が展開されました。昨年 7月、主要国首脳
会議（洞爺湖サミット）では、2050 年に世界のガ
ス排出量を半減させることで合意しています。
　これを受けて、日本国内では、太陽光発電や燃料
電池など新エネルギーの導入推進、国内排出量取引
制度の試行など、技術とシステムの両面で低炭素社
会実現に向けたアクションプランが経産省から発表
され、先進的な地方自治体も様々な補助制度を公表

しています。そのなか
でも太陽光発電は、家
庭部門の CO2 削減が
なかなか進まない中、
現状を打破するための
切り札の１つとして、
2005 年度に打ち切っ
た補助制度を復活させ
ました。

▼日本とドイツの違い
　2007 年末現在、太陽光発電を導入している住
宅は全国で約 440,000 戸と住宅への導入数は世界
一位を保っています。しかし、ドイツは 2003 年
に高額買取法の導入後、太陽光発電の普及が拡大
し、2006 年の累積では 2,863MW となり日本の
1,708MWの約 1.7 倍と大きく引き離しています。
また国内の太陽光発電メーカーの 2007 年度出荷量
は約 900MW、そのうち輸出量が約 8割を占め、出
荷量の 2割程が国内向けとなっており、世界的な需
要と国内需要の違いが明確になってきています。
　せっかくの環境技術を有効活用する制度が未整備
な日本と、将来ビジョンを明確に示し、そのための
政策と税制等を組み入れた戦略をもって取り組んで
いるドイツとの違いの結果が、この数値で示されて
います。
　この現状から、政府は廃止したばかりの補助金制
度を急遽導入することを決定し、おまけに 2008 年
度に補正予算 90 億円を組み、来年の 2009 年 1月

から実施することを決めています。その後年間 238
億円の補助金を導入し、2020 年に現状の 10 倍、
2030 年に 40 倍にすることを目標に、導入量の大
幅な拡大を進める（「低炭素社会づくり行動計画」）
ことにしています。

▼地域間格差を生む自治体の
取組み
　この場当たり的な政策決定と過去の補助金制度を
そのまま復活・導入する姿勢こそが問題の本質です。
「温暖化ガス排出量の削減」につながらない理由と
なっています。また現状では、住居地域による都道
府県や各自治体における補助金の有無や補助金の差
異による地域間格差が生まれています。
　これまでの、日本の住宅への太陽光発電導入は採
算の犠牲や法的に未整備なリスクを個人設置者が負
いながら行われてきました。そしてこのような事例
は、合理性を追求する海外では見ることができない
自己犠牲の現象でもあり、また限界でもあります。
　また高額買取法は米国のカーター政権時代に導入
された（FIT）フェードインタリフに由来し、投資
的意味合いが強く、海外では広大なぶどう園を造成
し大規模な太陽光発電を導入する事例をみて大きな
疑問を投げかけています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　1000 人の会政策担当　　佐藤　実

遅れている日本の地球温暖化対策を考える（２）
積極的な太陽光発電の導入施策を！
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政策研究＆イベント掲示板
●1000人の会第1２回総会
▼日時／1月 18日（日）午後1時 30分から　
▼会場／松戸市民会館301号室
▼総会後に新年会も予定しています。
●出前講座「松戸市の環境施策～減ＣＯ2大
　作戦について」　
▼日時／1月 29日（木）午後6時 30分から　
▼会場／ほくとビル4Ｆ会議室
▼講師／松戸市環境計画課・減ＣＯ2担当室長　
▼主催・連絡先／1000人の会　047-360-6064
●出前講座「松戸市の障害者施策の現状と課題」
▼日時／2月 5日（木）午後6時 30分から　
▼会場／ほくとビル4Ｆ会議室
▼講師／松戸市障害福祉課長　
▼主催・連絡先／ＮＰＯ法人ありのま
　 047-703-1236
●講演会「国も県も赤字、市民はどうする
　～分権時代の自治体財政」
▼日時／2月 21日（土）午後1時 30分から　
▼会場／松戸2丁目自治会館
▼講師／青木秀和さん（『お金崩壊』の著者）　
▼主催・連絡先／みどり千葉 047-360-6064

「県内初」 が泣く、 策定過程に市民
参加を認めなかった議会基本条例

●八ッ場ダム差し止め訴訟
▼日時／2月 24日（火）午前11時から　
▼会場／千葉地裁301号法定
▼連絡先／090-9365-9608（武笠）
●自主講座【市民自治】第2期講座スタート
　～前我孫子市長・福嶋浩彦さんが主任講師
▼第1回・日時／2月 25日（水）午後7時から
　9時　
▼会場／中央学院大学（6号館622号室）
▼テーマ／2元代表制と市民の直接参加
▼第2回・日時／4月 8日（水）午後7時から9
　時　
▼テーマ／議会改革～議会基本条例
▼受講料／市民5,000円　学生3,000円
　議員10,000円　
▼申し込み先／047-360-6064（世話人会）
●第6回ＮＰＯ見本市～65団体が参加
▼日時／3月 7日（土）午前10時から午後5時
▼会場／市民活動サポートセンター（上矢切）
▼連絡先／047-365-5522（サポートセンター）
●活かせ9条・松戸ネット第5回総会
▼日時／3月 29日（土）午後1時 30分から　
▼会場／松戸市民会館301号室
▼連絡先／047-365-9462（久保田）

　11 月 29.30 日にマスコミ各紙が、千葉版で「県内初
松戸市議会基本条例～ 12月議会に上程へ」と報じられ
ました。
　12月定例会の初日（12月 3日）に、松戸市議会基本
条例案が、議長の諮問機関「松戸市議会活性化委員会」
委員長の末松議員によって提案説明されました。この委
員会は、07 年 12 月定例会で発足され、議会運営につ
いて多角的に検討を重ね、昨年 3月末に「検討報告書」
を議長に提出しています。今回の条例案は、議会改革の
一連の経過をまとめて明文化したもので、6章 17 条か
らなっています。

●なぜ、市民参加を放棄したのか？
　提案説明後、保守系の議員から動議が提案され、委員
会への付託や質疑・討論を打ち切り、直ちに採決するこ
とが求められました。すぐ後には 無所属の議員からも
動議が提案されましたが、前議員の動議が採決され、賛
成多数（反対 3人）で成立し、続いて条例の採決がされ、
賛成多数（反対 1人）で可決されたのです。
　この議会基本条例案の提案と動議には、致命的な問題
点があります。松戸市議会は「議会への市民参加」を標
榜しながら、この条例制定過程では、私たち市民には論
議の過程を公開せず、情報提供もしないで、議会の一方
的な判断で可決されたからです。
　議会基本条例は、「議会の憲法」だと言われます。当

然のことですが、条例案
ができたら各地でタウン
ミーテイングや行政が行
っているパブリックコメ
ント程度は行って、主権
者の市民から議会改革の
意見や提言を受け、補強
する考えを示すべきでし
た。県内初の条例でも、市民がまったく関与・参加が
できなかった条例には「市民参加」の視点が欠如して
います。
　
●市民の議会への直接参加の保障こ
そ基本条例の生命　
　議会基本条例で日本一進んでいると言われる北海道・
栗山町議会の条例と比較しても、「町民や団体との意見
交換のための議会主催による一般会議の設置」「重要な
議案に対する議員の態度（賛否）を公表」「年 1回 の
議会報告会の開催を義務化」などがありません。
　「議会への市民参加」を拡大する視点より、議会の権
能拡大にばかりにウエイトがかかり、最も大切な主権
者の市民参加を忘れてしまったのです。主権者の市民
との関りを欠いた議会基本条例は形骸化するのではな
いかと危惧します。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野信次
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