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4 月 12 日に開催されました臨時松戸市議会は、多数の議員の意志で、

31,997 名の市民が求めた住民投票条例案を否決し、市民参加の市立病

院建設を拒否しました。私たちは、住民投票を通じて松戸市民と議会・

行政が生まれ変わるチャンスを失ったことに大きな失望と怒りをもって

います。 

■■■■川井市長川井市長川井市長川井市長がががが条例制定条例制定条例制定条例制定のののの否定表明否定表明否定表明否定表明    

住民投票を実現する会が提出した住民投票条例案に対して、川井市長

は「議会と執行部との間で長年にわたり議論を重ねて」き

たので「これまでどおり、議会と執行部との間で十分な協議を重ねながら、移転建替を

進めていくことが適切」との判断をし、「住民投票条例の制定については、

賛意を表し得ない」と市民参加の拒否態度を表明しました。 

 

 

 

 

 

 

    

    

■■■■議員議員議員議員のののの特権意識特権意識特権意識特権意識、、、、市民市民市民市民にににに重要案件重要案件重要案件重要案件のののの

審判審判審判審判などさせたくないなどさせたくないなどさせたくないなどさせたくない    
４月 9 日の総務財務常任委員会、12 日の本会議

での質疑と討論の中で、今回の住民投票条例案に反

対した多数派の議員の意識水準がよく判りました。

反対したどの議員も一般論として住民投票に賛成し

ながら、今回の市立病院の移転建設に関する住民投

票には反対したのです。この乖離した意識の底には、

市立病院の移転建設問題の顛末を知らない市民には

妥当な判断は無理、議員だけが妥当な判断ができる

との議員の特権意識が前面に出てきたことです。 

なぜ、1 ヶ月という短期間で 31,997 名の署名が

集まったのか、8 年もかけながら、妥当な判断がで

きなかった行政と議会に「大きな疑問・不信」が表 

 

 

 

 

面化したことを見て取っていません。しかし、こ

の署名運動の力によって、川井市長が病院建設費

156 億円の予算計上を議会が否決せざるを得なか

っと思います。 

■■■■このこのこのこの議員議員議員議員たちがたちがたちがたちが条例案条例案条例案条例案をををを否決否決否決否決    

採決の結果、条例案に対して 11 名が賛成、31

名が反対、3 名が欠席でした。条例案に反対した議

員の氏名を公表します。11 月の市議選で厳しい審

判をしましょう。 

公明党公明党公明党公明党（（（（10101010 名名名名））））山沢誠山沢誠山沢誠山沢誠、、、、城所正美城所正美城所正美城所正美、、、、飯箸公明飯箸公明飯箸公明飯箸公明、、、、    

織原正幸織原正幸織原正幸織原正幸、、、、石川龍之石川龍之石川龍之石川龍之、、、、諸角由美諸角由美諸角由美諸角由美、、、、矢部愛子矢部愛子矢部愛子矢部愛子、、、、

渡辺喜美子渡辺喜美子渡辺喜美子渡辺喜美子、、、、佐藤恵子佐藤恵子佐藤恵子佐藤恵子、、、、松井貞衛松井貞衛松井貞衛松井貞衛    

市民市民市民市民クラブクラブクラブクラブ（（（（7777 名名名名））））中川英孝中川英孝中川英孝中川英孝、、、、末松裕人末松裕人末松裕人末松裕人、、、、渋谷剛士渋谷剛士渋谷剛士渋谷剛士、、、、

大井知敏大井知敏大井知敏大井知敏、、、、田居照康田居照康田居照康田居照康、、、、岡本和久岡本和久岡本和久岡本和久、、、、杉浦正八杉浦正八杉浦正八杉浦正八    

松政松政松政松政クラブクラブクラブクラブ（（（（6666 名名名名））））張替勝雄張替勝雄張替勝雄張替勝雄、、、、木村木村木村木村みねみねみねみね子子子子、、、、    

桜井秀三桜井秀三桜井秀三桜井秀三、、、、富澤凡一富澤凡一富澤凡一富澤凡一、、、、平林俊彦平林俊彦平林俊彦平林俊彦、、、、小沢暁民小沢暁民小沢暁民小沢暁民    

まつどまつどまつどまつど未来未来未来未来（（（（6666 名名名名））））深山能一深山能一深山能一深山能一、、、、名木浩一名木浩一名木浩一名木浩一、、、、杉山由祥杉山由祥杉山由祥杉山由祥、、、、

市川恵一市川恵一市川恵一市川恵一、、、、山口栄作山口栄作山口栄作山口栄作、、、、長谷川満長谷川満長谷川満長谷川満    

社民党新社社民党新社社民党新社社民党新社クラブクラブクラブクラブ（（（（2222 名名名名））））二階堂剛二階堂剛二階堂剛二階堂剛、、、、工藤鈴子工藤鈴子工藤鈴子工藤鈴子 
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NO.52NO.52NO.52NO.52    

31,997 人の市民の想いを

踏みにじるな！！！！！！！！ 

mailto:shinji-1000party@msj.biglobe.ne.jp
http://www5b.biglobe.ne.jp/~matsudo/
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市民の声を無視した市長と市議に猛省を求める！
 

あなたあなたあなたあなた方方方方はははは、、、、民主主義民主主義民主主義民主主義のののの原点原点原点原点をををを

踏踏踏踏みにじったみにじったみにじったみにじった！！！！    
 4 月 9 日の本会議と委員会、12 日の本会議を傍聴

した。9 日は 50 人以上、12 日はほぼ傍聴席が満杯

の 100 人前後の市民が参加し熱気にあふれた。 

議事では、地方自治法を読めば判るような質問をし

たり、「市長案」にゴマするようなコメントをして条例

案に反対する市議もいた。その時は、憤然としたヤジ

が何ヶ所からも噴出し、議長や職員が注意するのだが、

しばらく止まらなかった。当然といえば当然であろう。 

市職員(選管や総務課)のアドバイスも参考に正規の手

続きを全てクリアして達成された約3万名の捺印付署

名による条例案、それを踏みにじったのである。一言

で言えば「議会も市長もこれまで検討してきたから今

更、現時点での問題点を提起し問いかけた市民の思い

なんぞに耳なんて傾けておれるか」という態度に他な

らない。これは、結局、議会制を補うべく直接民主制

をもって保障した憲法の精神と地方自治法の本旨にも

そむく行為となることを反対議員は勉強してほしい。 

小林孝信小林孝信小林孝信小林孝信（（（（大谷口在住大谷口在住大谷口在住大谷口在住））））    

    

    

    

    

    

    

市民市民市民市民とととと共共共共にににに歩歩歩歩むむむむ人人人人のののの選出選出選出選出をををを！！！！    
私は、署名活動に参加した立場から、4 月 12 日の

本会議を傍聴しました。 

本会議の討論で、住民投票条例案に反対の主な理由

は、8 年余に及ぶ病院建設特別委員会の審議が住民投

票で無にされるとことの危惧でした。市民にはゆだね

ない、住民投票の意義を認めない発言でした。 

最悪の発言は、社民党・二階堂議員の討論。「夕張市

の二の舞になるとの不安感をあおり、この署名が住民

投票の賛否を問う署名とは思わず署名した人が多かっ

たので反対」と 3 万にも及ぶ市民の声を踏みにじった

討論には唖然とさせられました。 

また、まつど未来の長谷川議員も反対討論をしまし

た。この会派に所属する磯崎議員、森下議員が署名活

動に参加しながら、当日は欠席していました。会派内

は不統一にもかかわらず、会派を代表して反対討論を

したのです。欠席した議員は、市民を信用し、自分の

態度を表明すべきです。最大会派の公明党は、討論も

せずに反対しました。 

その結果、反対多数で、この条例案は否決。松戸市

議会のお粗末さを見せつけられました。今回の松戸市

民の大きなうねりは、松戸市を変えていくと思います。

これから行われる 6 月の松戸市長選、11 月の市議選

で、私たちは市民とともに歩む人を選出したいもので

す。                              

吉野宜子吉野宜子吉野宜子吉野宜子((((新松戸在住新松戸在住新松戸在住新松戸在住))))    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前田きよたか氏の医療講演会にご参加ください 
  

市立病院の移転建設問題の論議は、「地域医療と市立病院の明日をめぐる」対立が背景にあります。

市営の第 3 次救急医療機関として守りぬくのか、経営が困難になったら民営化するのかの分岐です。

市民の生命と健康を守る砦として、市立病院の明日を考えてみませんか。 

 

▼日時／5月 16日（日）午後2時から 5時 

▼会場／松戸・ほくとビル4Ｆ会議室（松戸商工会議所となり） 

▼講師とテーマ／前田きよたか氏（前千葉西総合病院院長） 

地域医療と市立病院の現地立替 

主催主催主催主催／／／／市民自治市民自治市民自治市民自治をめざすをめざすをめざすをめざす 1000100010001000 人人人人のののの会会会会（Ｔ＆Ｆ（Ｔ＆Ｆ（Ｔ＆Ｆ（Ｔ＆Ｆ047047047047----360360360360----6064606460646064））））    
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佐 藤 み の る の 政 策 提 言 と 行 動 
 

 

 

 

    

    

■■■■迷走迷走迷走迷走・・・・ズサンズサンズサンズサンなななな『『『『新病院整備基本計画新病院整備基本計画新病院整備基本計画新病院整備基本計画』』』』        

 2 月 5 日、臨時に開催された病院建設特別委員会で

『新病院整備基本計画』の修正案が行政執行部から提

案されました。高塚新田にある東松戸病院（慢性期医

療）を閉院して新病院に統合する修正案です。その後、

この修正案は撤回されましたが再度 3 月 26 日、新聞

報道で議会との協議されていない中で、東松戸病院を

閉院し上本郷の現病院跡地へ移転する修正計画案が突

然、発表されたのです。  

 4 月 12 日の臨時議会は最終日、市議会は多数派の

意志で住民投票条例案を否決し、市民参加の市立病院

建設を拒否しました。一昨年 12 月定例会で、新病院

建設の基本構想や基本計画もないまま、東松戸の紙敷

区画整理事業地内に新病院の用地（1.1ha、22 億円）

を「有力な候補地」として承認された経緯もありまし

た。そして 3 ヵ月後の、昨年 4 月になって新病院整

備基本計画が公表されました。用地取得が先行し、そ

の用地に合わせた拙速な新病院整備計画により、様々

な問題が噴出しています。 

■■■■行政行政行政行政・・・・議会議会議会議会にににに対対対対するするするする「「「「大大大大きなきなきなきな疑問疑問疑問疑問・・・・不信不信不信不信」」」」        

 住民投票条例案に対して、川井市長は「議会と執行

部との間で長年にわたり議論を重ねて」きたので「こ

れまでどおり、議会と執行部との間で十分な協議を重

ねながら移転建替を進めていくことが適切」との判断。

しかし、十分な協議にも係わらず、突然の用地取得な

ど議会・行政からその根拠が示されていません。  

■■■■二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制をををを補完補完補完補完するするするする住民投票住民投票住民投票住民投票    

 地方公共団体の 

首長と議会議員は 

直接選挙によって 

選ばれる二元代表 

制となっています。 

首長と議会は、そ 

れぞれ市民に対し 

て情報公開と説明 

責任を負っていま 

す。 

 今回の市民から 

の住民投票の直接 

請求は地方自治法 

に基づくもので、 

主権者である市民の直接参加となります。今、市民主

権・地域主権が多く語られています。地方分権の時代

に主権者としての市民参加が重要になっています。私

たちは、市民参加の行政と議会を求め続けます！  

議会に市民参加をより多くするために、議会基本条例

の抜本改正を求め提案していきます。  

 

   

 

子育て中の皆さんへ「松戸市の子育てに関するアンケート」のご協力ください！ 

川井市長は、3 月定例会の施政方針で、子育て世代の松戸からの流失を食い止めるために、『子育て支援』策

の強化を訴えていました。ところが、新たな施策提起も不十分で、子育て世代が松戸で安心して住み続けられ

る状況ではありません。 

そこで、私たち「市民自治をめざす 1000人の会」では、子育て世代の方々が、どのような状況の中で子育て

に苦労されているのか、どのような施策を求めているのか、無記名のアンケートを通じて実態を把握してみよ

うと 5 月末を締め切りで取り組みを開始しています。 

すでに、かなりの子育て世代からの関心をいただき、ご協力をいただいています。この 

ニュースをご覧になられた方で、子育て世代の方、孫育てに関わっておられる方、是非、 

アンケートにご協力ください。一報いただけましたらアンケート用紙を送付します。 

連絡先連絡先連絡先連絡先    松戸市松戸松戸市松戸松戸市松戸松戸市松戸 1879187918791879----24242424    ほくとほくとほくとほくとビルビルビルビル 5555ＦＦＦＦ    Ｔ＆ＦＴ＆ＦＴ＆ＦＴ＆Ｆ047047047047----360360360360----6064606460646064    
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ウオッチング「まつさと」ツアーのお知らせ 

＆吉見の百穴見学 

『原爆の図』で有名な丸木位里、俊夫妻の絵をご覧になったことがありますか。丸木夫妻が生涯をかけて戦争

のむごたらしさを描きましたが、その絵が埼玉県東松山市の丸木美術館に展示されています。このほど、沖縄

の佐喜眞美術館に提示されていた『沖縄戦の図』が里帰りをしています。沖縄・普天間基地問題が大きな政治

課題となっている折、沖縄戦から現代の基地問題を考える見学を企画しました。希望の方は一報ください。 

▼▼▼▼日時日時日時日時／／／／6666月月月月 26262626日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前 7777時時時時 45454545分集合分集合分集合分集合    出発出発出発出発 8888時時時時    

▼▼▼▼集合場所集合場所集合場所集合場所／／／／松戸市民会館前松戸市民会館前松戸市民会館前松戸市民会館前    ▼▼▼▼定員定員定員定員／／／／25252525名名名名((((先着順先着順先着順先着順))))    

▼▼▼▼費用費用費用費用／／／／3500350035003500円円円円((((昼食代昼食代昼食代昼食代はははは別別別別))))    

▼申申申申しししし込込込込みみみみ先先先先／／／／047047047047----497497497497----5008(5008(5008(5008(龍龍龍龍))))    今川今川今川今川(047(047(047(047----341341341341----0126(0126(0126(0126(今川今川今川今川)))) 

地域ミニ集会で地域や市政の課題などを 

語り合ってみませんか 

松戸って住みにくい、住みやすい街にしたい、多くの市民が考えている

ことだと思います。ところが、行政の取り組みの中で、住みやすくなったと

実感できる施策は限られています。台所事情が厳しく、行政サービスが劣

化するばかりです。 このような状況だけに、市民が抱えている悩み、地

域の問題、市政が抱えている課題など、市民同士が向き合い、語り合い、

輪を広げながら、市民一人ひとりがつながる地域社会と市民参加のまち

づくりが重要だと思います。    

▼▼▼▼医療講演医療講演医療講演医療講演をををを中心中心中心中心にににに地域医療地域医療地域医療地域医療をををを考考考考えるえるえるえる    

 このような考えを踏まえて、2 月から地域ミニ集会を開

催し、これまでに 4 回、60 名ほどの市民が参加されまし

た。 

第一回 八柱市民センター(2 月 27 日) ①市立病院の移

転建設問題を問う住民投票って何？②地域の

暮らしについて 

第二回 ＵＲ常盤平会議室（3 月 27 日）医療講演会 講師

／前田きよたか氏(千葉西総合病院総長) 

① 地域医療と市立病院の移転建設問題  

② 予防医療と健康について 

第三回 六実市民センター(4 月 11 日) 医療講演会 講

師／前田きよたか氏 ①地域医療は予防医療

が大切 ②市立病院の建設費用と赤字経営の

問題 

第四回 五香市民センター（4 月27日）医療講演会 講師

／前田きよたか氏 ①自己診断で乳がんの早

期発見 ②住民投票条例案の否決と臨時市議

会の問題  

 4 回の地域ミニ集会で、地域医療と市立病院の移転建

設問題を取り上げましたが、住民投票条例を求める運動

の盛り上がりの中で、活発な質疑がされました。地域医

療は、市民の生命と健康を守る上で関心の高いテーマで

す。さらに論議を深め、安心して住み続けられる地域社

会をつくっていきたいと思います。 

 

▼▼▼▼提案型地域提案型地域提案型地域提案型地域ミニミニミニミニ集会集会集会集会のののの開催開催開催開催をををを進進進進めますめますめますめます    

 地域によってまちづくりの関心は違います。抱えている

課題を情報交換し、市民が動き、地域と行政・議会への

働きかけを考えます。テーマをお寄せください。どの地域

でも開催ＯＫです。次回は、松飛台市民センターでの開

催を計画中です。ご参加ください。

 

八柱市民センター和室 


