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権が動き、国の仕組みが混乱を伴いながら変化し続けるで
しょう。

■ローカルの市民派政治勢力・
市民運動が果たす歴史的役割
　私たち地域・地方から政治を変える取り組みを進めてき
たローカルの市民派政治勢力は、八ツ場ダム中止、後期高
齢者医療制度・障害者自立支援法の廃止などは支持の輪を
広め、評価できない部分や曖昧な部分は世論に訴える政治
活動・提言活動や市民運動が強く求められてきます。
　連立政権は、遅かれ早かれ人々の期待に応えることがで
きなくなり、立ち往生する時期が来るでしょう。その時こ
そ、自公政権の復活ではなく、脱成長・持続可能な社会の
基本理念・ビジョン、そう、私たちがこれまでも掲げてき
たエコで、スローでフェアな社会への魅力ある制度構想と
政策を提案することが求められます。市民派・みどり派の
政治勢力は、着実に地方から政治を変えつつ、全国的な政
治勢力として飛躍していく覚悟が求められます。

■歴史的政権交代で、民意が反
映した政治が実現できるか
　有権者・市民は自公政権を見限り、政権交代を選択。9
月16日に民主・社民・国新3党の連立政権がスタートし
ました。私たちは、この戦後史を画する歴史的な政権交代
を歓迎します。その理由は2つ。1つは、自民党政権が戦
後長期間にわたってつくった業界と官僚を優先する中央集
権的な利益誘導政治に対して、有権者・市民が明確にNO!
を突きつけたことです。2つは、有権者・市民が自らの投
票行動で、政治を変えることができるという経験と実感を
共有化したことです。私たちは、この歴史的な政権交代を、
日本の政治と社会を大胆に転換させるための第一歩だと考
えます。新政権ばかりか、有権者・市民が「国民主権の政
治」を実現するために行動するときです。

■民主党マニュフェストの限界
　民主党のマニフェストは、個々の政策においては市民
感覚を反映させており、支持できる内容が盛り込まれて
います。しかし、基本理念とビジョンが定まっていないた
め、個々の政策間に矛盾を抱えています。たとえば、CO2
の25%削減を打ち出しながら、同時にCO2排出を拡大さ
せる高速道路の無料化や道路暫定税率の撤廃を掲げていま
す。また、戸別農家所得補償政策を掲げつつ、農業を衰退
させるアメリカとのFTAを推進しようとしています。さ
らにはマニフェストの目玉・子育て支援も、手当を拡充し
ても、保育サービスの拡充や長時間労働の解消には十分な
対策が採られていません。
　また自民党と同じく経済成長の回復によって財源を得
ることを想定。経済成長なくして民主党のマニフェストは
成り立たないという限界を持っています。今から始まる4
年間は、マニュフェスト実現という命題をかかえて連立政

３党連立政権がスタート
「国民主権の政治」実現へ
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■道路の先進的事例として

　記者会見で、川井市長は、「覚書の締結をもって強
制収用 ( 土地収用法 ) の申請を行わない。心の支えが
とれた思いがする」と感想を述べました。
　関美智子さん・景子さんのご姉妹は「これからは、
市民と行政との協働での道づくりが始まります。『前
より良くなったね。生き物も増えたね。』と言われる
ような道づくりをしてほしい」「強制収用からは命懸
けの闘いだったが生きていて良かった。市長の英断
で、この道路は先進的事例となった。自然保護を考
慮し、虫たちも戻ってこられるような道路を作って
ほしい。」と述べました。

■ 2012 年 3 月完成をめざして

　松戸市は早速、道路線形の測量と杭打ち、道路残
地の確定のための境界確定を行いました。193m の
間に、150 本 (5m おき ) の杭打ちが行われ、中心に
は赤い杭、道路脇には黄色の杭がうちこまれて、道
路の全貌が見えてきました。実際に見ると道路用地
は以外に広くて、残りの緑地 ( 梅林や広場 ) の少なさ
が残念です。
　一方、関さんの森では、道路によって移植しなけ
ればならない樹木をリストアップして、どこにどう
やって移植し、どのような景観を作っていくか検討
が始まっています。
　2010 年度に工事の着工をし、2012 年 3 月 (2011
年度中 ) の完成予定とされていますので、ケンポナ
シ(樹齢二百年超)の根回しはいそがねばなりません。
今年もケンポナシは７月に小さな白い花をいっぱい
咲かせて、その後にケンポナシの実がいっぱいつい
ています。10 月末～ 11 月始めには実が甘くなりま
す。ケンポナシを、関さんの森の昔ながらの風景を
見に来てください。

　道路によって失われるものをしっかり確認して、
これからの道路建設についてその是非を考えていた
だきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　関さんの森を育む会代表
　　　　　　　　　　　　　　　　　武笠紀子

● 1000 人の会から
　昨年 9月から今年 1月まで、「関さんの森道路案」
支持の署名活動を連日行い、松戸市の強制収用攻撃

を跳ね返す行動を行い、多くの仲
間・市民のみなさんから大きなご
協力をいただきました。あきらめ
ないで「動けば変わる」ことが検
証できました。感謝・感謝です。
ありがとうございました。

杭打ちが終了！

 ９月 10 日 ( 木 )、松戸市役所・市民サロンにて、松戸市の川井市長と関美智子さんのお二人によって、「３・
３・７号横須賀・紙敷線・幸谷部分・新設松戸市道」に関する覚書の調印が行なわれました。
　関さん宅の門 ( 江戸時代のもの ) と生垣と熊野権現の塚を保全すること。ケンポナシや広場のエノキ・梅
林のウメなど大小の樹木は移植すること。代わりに道路用地を提供するなどの取り決めができました。

　関さんの森新設道路へ
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■市長陳情に対する回答が

　松戸市議会 6月定例会では、市立病院移転関係
の陳情が 5件提出され、1000 人の会も参加した「松
戸市立病院問題を考える市民の会」の陳情他 3件
が議会に付託されませんでした。議会陳情の提出
と同じ日（6／ 1）に川井市長あてにも陳情を提出。
議会への陳情項目７点より多く 20項目。この回答
が７月７日付けで送付されてきました。
　最後の３項目に、市民参加の前提条件としての
情報公開を求めました。1. 早期に『広報まつど』
号外等で、全市民に周知できるよう情報提供をす
ること。回答は、新病院計画の進捗に併せ、『広報
まつど』や市ホームページ等で情報の提供してい
く。2. 早期に市民センター規模での説明会・市民
の意見を聞く会の開催を進めること。回答は、今
年度の市政懇談会で市のテーマとして、「新病院の
建設について」説明をする。３.早期に出前講座等で、
希望される市民団体に説明・意見を聞く会を開催
すること。回答は、出前講座等での対応をしてい
く等でした。一方的な情報提供はされても、市民
の意見・提案を聞き、政策決定に反映させる市民
参加は提案されませんでした。

■北松戸 ・上本郷地域では移転
反対続く

　9月 10 日に開催された議会の特別委員会では、
現病院がある地元説明会について、新病院建設につ
いて等の質疑がされました。
　地元説明会に関しては、上本郷町会連合会や北松
戸商店会等々が行政の説明に納得せず、説明会や病
院見学会、現地で1号館のみ建替え案を提案、全議
員への公開質問等が行なわれていること。現地に新
病院を誘致する方向を住民に説明しているが、東葛
北部2次医療圏では、ベット数が8991床のところ
２床オーバーしており、過剰地域でベット数の増加
は困難なこと。現病院売却費 20億円との計算は、
1号館を解体し、２～５号館は病院として使っても
らう計画等々が説明されました。

　北松戸・上本郷地域の町会や商店会では、今秋に、
議会各派や他地域の住民団体等に呼びかけて、規模の
大きな新病院建設の再考を求めるシンポや反対集会を
計画したいとしています。進められている新病院計画
では、300 億円近くの費用が見込まれ、松戸市の財政
が破綻することを市民に知ってもらいたいと訴えてい
ます。

■設計業者決まったが……

　新病院建設については、プロポーザル方式（技術提
案方式）の審査委員会８人の構成のあり方、業者との
契約について、国への補助金申請状況等が出されまし
た。委託契約が４億円近くになり、議会に議案提案が
されるべきですが、そうした提案もされません。設計
業者は、低層階と多角形の病床デザイン、敷地内にグ
リーンオアシスを設けるなどの提案をした（株）久米
設計（江東区）が選ばれています。
　このように、市民参加のない病院計画が進んでいま
す。なぜ、政策決定過程に市民参加の提案できないの
か。住民投票で市民が審判をあおがなければならない
ほどの重要政策だと思います。公立病院が危機的な時
だけに、行政や議会だけに任せず、今後も監視・提案
していきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　1000 人の会事務局長　
　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野信次

なぜ、市民参加の市立病院建設
ができないのか？
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　遅れていた『佐藤みのる物語』も、やっと 10 月
発刊のはこびとなりました。7月末、仕上がった原
稿一揃いが、デザイナーの許に届けられ、さらに印
刷所へと回り、いまゲラが上がってきたところです。
最終の校正を経て、印刷、製本となります。
   当初は、佐藤みのるさんを紹介する手頃なパンフ
をという発想で始めたのですが、どうせ作るのなら
もっと本格的なものをという意見が強まり、どんど
ん膨らんでいきました。15 人ほどの人たちがこの
パンフ作りの「大事業」に参加されました。さて、
その成果やいかん？　もうすぐ、みなさんのご批判
をいただくことができます。
   
●生い立ち、決意、政策
　そしてメッセージ

　『物語』は、1000 人の会のメッセージ、佐藤みの
るさんの決意、佐藤みのるさんの半生、1000 人の
会の政策提言からなり、これに４氏の応援メッセー
ジが加わります。
①佐藤みのるさんの決意では、①「社会的弱者」に
寄り添う姿勢、②「市民参画のまちづくり」を基本に、
③「環境を守る技術者」であり続けたい、の 3点を
松戸市民に約束しています。
②『佐藤みのる物語』では、岩手県の寒村に生まれ
た佐藤みのるさんが、新聞配達をしながら高校を卒
業し、「苦学」しながら大学を卒業した青春時代を
語り、理論と技術に裏打ちされた「自然・環境問題
のプロ」になるまでの 55年間の歩みを語っていま
す。その中から、芯の強い、誠実な人柄が浮かびび
上がってきます。それだけではありません、人間・
佐藤の面白さがあなたを引き寄せることでしょう。
③「1000 人の会とは」と「政策提言」は、佐藤み
のるさんを先頭にした私たちのいわば「自己紹介」
とマニフェストです。この基本政策に基づいて私た
ちは、松戸市政の改革に取り組みます。
④佐藤みのるさんには、恩師、元職場の同僚、
1000 人の会代表、前市議会議員の 4氏が応援メッ
セージを寄せています。短い文章ですが、それぞれ
が違った切り口で佐藤みのるさんを評して、想いを

綴っていますが、それがいずれも面白い、ぜひご一
読をお勧めいたします。

●活用をお願いします

　『佐藤みのる物語』は、こうして立体的・総合的
パンフになりました。一人でも多くの市民に「佐藤」
を知ってもらうために、このパンフの活用をお願い
いたします。
　　　　　　　　『佐藤みのる物語』制作責任者
　　　　　　　　　　　　　　　　　西村祐紘　

「みのる物語」は総合的・立体的パンフ

『佐藤みのる物語』発行の集い
▼日時／ 11月 23日（祝）13:30 ～ 16:30
▼会場／松戸市民会館 301 号室
　　　　（松戸駅東口より徒歩数分）
▼参加費／ 1000 円（『物語』１冊付）
○佐藤みのるさんの話「私、100％自然派」
　　―― CO2　２５％削減とは――
○ゲスト　鈴木秀悦さん（中学時代の恩師）
　　　　　都築建さん（自然エネルギー推進
　　　　　市民フォーラム理事長）
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　「官僚政治の打破」を掲げて鳩山連立政権が誕生
しました。マニフェストの実現に向けた政治主導の
体制や動きが報道されています。

■ 25％削減を国際公約に

　鳩山政権は、温暖化対策の政策目標としてＣＯ 2
等排出量を 2020 年までに 25% 削減（1990 年比）
を明記し、記者会見や国連での国際公約もしたとこ
ろです。
　さかのぼって、麻生政権は 1月 13 日から太陽光
発電設置の補助金（7万円 / Ｋｗ）を再スタート。
2月 24 日に、二階経済産業大臣が太陽光発電の買
取義務制度（FIT）導入を突如発表。太陽光発電の
余剰電力買取が法制化されていないため、今回の普
及政策導入はその不安を払拭する端緒として歓迎さ
れました。6月 10 日に麻生首相は、2020 年の温
暖化ＣＯ 2削減目標を 1990 年基準で 8％削減を表
明しましたが、ＥＵを始め世界中から失望感と厳し
い批判を受けました。

■原子力はクリーンなエネル
ギーではない！

　私は、温暖化対策は政府の重要政策にもかかわら
ず、麻生政権の発表内容に疑惑を持ちました。PV-
NetNews（第 18 号）の特集記事を読み、その法案
作成にある意図が含まれていることが分かったから
です。国会に提出された買取義務制度の法案は「エ
ネルギー供給構造高度化法」です。電気事業者だけ
でなく、石油・ガス事業者に対しても非化石エネル
ギーの使用義務付を追加し、さらに原子力も非化石
ネルギーとして対象になっています。これは原子力
を自然ネルギーに絡めてクリーンなエネルギーとイ
メージ転換をはかるかねてからの産業界・国の思惑
を仕組みに入れたものです。さらに、国会審議抜き
に経済産業大臣が決めるというまやかし物でした。

■「官僚政治の打破」の実践は

　鳩山政権の温暖化対策では、ＣＯ 2の削減は地球
温暖化防止とされていますが、本質的な見方をすれ
ば、エネルギーの安全保障や産業・経済の発展を戦
略的に組み込んだ持続可能な社会の実現を目標にす
べきです。エネルギーの自給率が低い日本は、中東
に 89％も依存しています（米国が 21％、フランス
28％、ドイツ 7％、イギリス 1％）。
　民主党マニフェストには「1次エネルギーの総供
給量に占める再生可能エネルギーの割合を 2020 年
までに 10% 程度に引き上げる」とあります。産業
政策として再生可能エネルギー（太陽光、風力、小
水力、バイオマス、波力、潮力、地熱等）や電気自
動車に代表される高性能 2次電池等の開発、そして
スマートグリッドなどの制度や仕組などの設計に集
中し、環境と安全、経済の３つをターゲットにし新
しい産業革命が生まれるとの提案が求められます。
革命は急激であり、2020 年には世界のトップラン
ナーとなる可能性も秘めています。
　　　　　　　　　　　　　1000 人の会政策担当
　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤みのる　

佐藤みのるの政策提言
環境対策は新しい産業革命となる

工場や物流施設などの屋根を太陽光発電に賃貸提供する
システムも登場（米国オレゴン州）



　8月 3日、東京地裁での第一号事件（近隣トラブ
ルで隣人を殺したとされる事件）を皮切りに全国各
地で裁判員裁判が始まりました。東京地裁の初公判
には 58 席の傍聴券に 2400 人あまりが列をつくり
ました。刑事裁判の主役であるはずの当事者は脇に
押しやられ裁判員だけにスポットが当たる異常な裁
判になっています。裁判員裁判の隠れた本質がここ
によくあらわれているでしょう。すなわち、法廷を
真実探究の場ではなく、国民を公権力行使に動員す
る場としていることです。

●国民を公権力行使に動員す
る場

　審理は裁判員の参加しない密室の公判前整理手続
きでお膳立てされた証拠にのみ基づいて行なわれた
だけに、スムーズに展開したかに見えます。が、実
際にはさまざまな矛盾が噴出しました。例えば、裁
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判員からの質問がなかなかでなかったこと。気に
なるのは裁判官の誘導です。傍聴した人によれば、
やたら休息時間が多かったと感想を漏らしていま
す。意見の出ない裁判員に対し、休息時間を利用
して裁判官からの働きかけがあったのではないか。
また、緊張のせいか下ばかりを向いている裁判員
もいたとの話もあります。記者会見では質問に答
えようとした裁判員が、裁判所職員から制止され
る一幕もありました。

●不安感訴える裁判員

　しかし、そうした “かん口令” の下でも裁判員
の声は漏れ伝わってきています。「心の負担をどう
表現していいのかわからないのですが、気持ちが
揺れて大変でした」（51歳女性）「何が正解かはわ
かりません。最後は自分自身の考え方でやるしか
ないという不安感が大きかった」（61歳男性）。途
中リタイアした裁判員もいました。こうした声は
決して一部ではないはずです。守秘義務の壁がな
ければ裁判員の素直な感情がもっと表現されるで
しょう。

●呼び出しに応じた候補者は
半分

　さらに問題なのは、例えば 1 号事件の場合呼
び出しを受けた 100 人の候補者のうち応じたの
は 47 人、2 号事件（さいたま地裁）では 90 人
中 41 人と、いずれも 5 割に満たなかったことで
す。10 万円の過料もさして脅しの効果はなかっ
たといえます。「反対」「消極的」が 8 割近いこ
とが端的に示すように、それだけ国民が裁判員
制度を支持していないことです。これでは「や
りたい人だけが参加する裁判員制度」になって
しまいます。「市民の司法参加」とはほど遠い。
だからこそ、裁判員制度はただちに廃止するし
かないと思います。

　　　　　月刊ミニコミ誌『たんぽぽ』編集部
　　　　　　　　　　　　　　　　　永田研二

裁判員裁判から見えてきたこと



● 3年間の松戸市議会を傍聴して
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　この３年間・12回の定例会本会議を傍聴し、議員の一般質問を聞いてきました。私の８年間の経験では、
この市政に関する一般質問は、質問したい項目を取り上げ、事前調査を行ない、担当職員とのやり取りを
経ながら、問題点を把握する大きな学習の場であり、議員としてのあたり前の仕事だと考えます。月の報
酬が 59万円、この中には一般質問をするための費用も含まれていると思います。こうした考えから、46
人の議員を採点してみました。今回は、質問内容の質は問わず、回数だけで採点。努力している議員とし
ていない議員の差が一目瞭然です。

議員の一般質問を採点してみれば

3 年間で 12 回の定例会の開催。議長、副議長、
監査委員は任期の１年間は質問をしない慣例。３
月定例会は、代表質問ですので除外。基本の分
母は９、印がＨ 19 の分母は 5、Ｈ 20 は 6、Ｈ
21 は 7 となっています。　　　　　　　　　      
　　　　　　　　　　　前市議会議員　吉野信次
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五香 ・新八柱台病院の突然の 「閉院」
　～地域医療にとって大問題
　7月末をもって、五香病院（ベット数 61床）、新八柱
台病院（63 床）が突然「閉院」されました。各地域の
中では中堅の民間病院です。『読売』（7／29）、『千葉日報』
（8/2）などで報道されました。

●なぜ、突然の「閉院」か？

　７月 28日、五香病院から病院開設の許認可権を持つ
千葉県・医療整備課に「２病院とも 7月末をもって閉院
すると」と連絡が入ったそうです。7月末まで、五香病
院に46人、新八柱台病院に42人の入院患者がいました。
県医師会や松戸医師会の協力で 31日までに受け入れ先
が決定。外来患者には一部紹介状などが出されたようで
すが、充分な周知はされていません。
　2病院で働いていた職員が閉院と解雇を知らされたの
は「閉院」の数日前とのことです。７月分の賃金やボー
ナスの支給もされていませんでした。
　なぜ、突然の「閉院」となったのか。2病院が突然「閉
院」に追い込まれた理由はどこにあったのでしょう
か。

●詳しい情報を把握していな
い県の担当課

　９月 11日、湯浅和子県議、佐藤みのるさんと小生の
3人で県医療整備課を訪ね、山口副課長に 1時間余にわ
たって面会しました。「閉院」に至った経過と県の対応。
２病院は、入院患者、通院患者、医師や職員にどのよう
に対応したのか。今後の再建に方向は等々について質問
をしました。
　副課長の話しで具体的なことは、県の要請で 2病院
の入院患者を７月末までに他の病院に受け入れていた
だいたということだけでした。後の問題は正確な情報
を把握されていないようです。「閉院」に至った大きな
原因が医師・看護師不足などからくる医療上の問題で
はなく、別の病院と所有権をめぐる裁判がされており、
このほど敗訴によって負債が払えず閉院に至ったので
はないか。連携していた新八柱台病院にもこの影響が
出たのではないかなど推察されています。９月 17 日に
五香病院に行って、現状と今後の見通しを聞いてくる
とのことでした。

●ユニオンの対応

　千葉労連・東葛ユニオンは、8月 19.20 日に各病院
で説明会を開催し、100 人を超える職員が未払い賃金
の確保のためにユニオンに加入されました。ユニオン
と２病院院長との交渉で、未払い給与・ボーナスの支給、
解雇予告手当 30日分、遅延損害金、退職金等々につい
て確定されたようです。
　五香病院は、９月 1日から診療開始。一部再雇用と
新規求人広告を出すなどし、９月 24 日から元の通院
患者に開院の案内を出し始めたようです。新八柱台病
院は、新たなスポンサーがつかなければ開院は不可能
のようです。県医療整備課は、医師や職員の募集状況、
新たな裁判が始まったこと等々で五香病院の開院に危
惧をもっています。
　地域医療の充実が求まられている最中、このような
突然の「閉院」、患者はもとより病院に働く職員の突然
の解雇、その後の対応を見るとき、2病院に地域医療
を担っていくという医療人としての社会的責任感が全
く感じられません。私たち市民も、市立病院の建設問
題と合わせて地域医療についての積極的な関与が求め
られていると痛感させられました。

　　　地域医療調査チーム　佐藤実　吉野信次

７月末に閉院された五香病院、最近開院したが…
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