た

か

つ

は

けん

つ

ほりぞえ健ニュース
２００５年５月号 No.２３

高津発
に

ほ

ん

か

い

か

く

日本改革！

民主党 ほりぞえ健事務所
〒213-0033
川崎市高津区下作延266 エスビル4階
（溝の口駅徒歩２分 高津区役所隣り）
電話 044-855-1479 FAX 044-855-1489
http://www.horizoe.com
E-mail: horiken@horizoe.com

「白紙委任」から「政策選択」へ ～マニフェストの役割
川崎市議会議員
（事務局）
最近、マニフェストという言葉をよ
く耳にしますね。
（堀添）
はい。私は、このマニフェストは、
政治を変える重要なキーだと考えて
います。私自身がマニフェストにつ
いて再認識したのは、一昨年の統一
地方選挙の時です。一月末頃だった
と思いますが、松沢成文代議士が神
奈川県知事選挙への立候補を決意さ
れたとき、近々マニフェストを作成
し発表する、と表明されたことが、
今でも強く印象に残っています。
その後行われた総選挙においては、
私たち民主党をはじめ、主要各党は
すべてマニフェストを掲げて～レベ
ルや内容はいろいろでしたが～選挙
に臨みました。この年の流行語大賞
にマニフェストが選ばれ、北川正恭
早稲田大学教授（前三重県知事）が
受賞されたことも記憶に新しいので
はないでしょうか。

ほりぞえ健ニュース

ほりぞえ健

（事務局）
「マニフェスト」は「政権公約」と
訳されています。一見わかりやすそ
うですが、今までの公約と何が違う
のか、意外に理解しにくいように思
います。
（堀添）
そうですね。一昨年の総選挙におい
ても「なんとなく今までの選挙とは
違うようだ」と感じた方は多いもの
の、それでは何が違うのかを説明で
きた方はそれほど多くはなかったか
もしれません。しかし注目すべきは、
少なくとも多くの方が「これで政治
は変わるのではないか」という期待
感を持って受け止めたということで
●1963（昭和38）年２月６日、高津区に
す。短期間にこれだけ広く拡がった
生まれ、高津小学校出身。桐朋中学、
ことに、私は日本の主権者の持つ感
高校を経て東京工業大学を卒業。
●東京都三鷹市で９年間、地域情報化や
覚の鋭さを感じます。
プライバシー保護等に従事。
マニフェスト（政権公約）が今まで
●セブンーイレブン本部での情報システ
の公約と何が違うのかといえば、マ
ム構築をはじめ、ITを活用したシステ
ニフェストは後から検証可能な公約
ムづくりに従事。
である、という点です。逆に言えば、 ●2003年４月、川崎市議会議員に初当選。
●民主党神奈川県第18区総支部副幹事長
今まで一般的に行われてきた「選挙
●経済産業省 システム監査技術者
公約」は、公約ではない。たとえば
●妻と長女（中学３年）の３人家族
「私は治安に力を入れ誰もが安心し
て暮らせる日本をつくります」とい スローガンの羅列ではなく、具体的
う公約を掲げて当選した政治家が、 に実現する数値目標、期限、財源な
本当に公約を果たしたかどうかの評 どが記載されますから、あとから公
価は非常に難しい。だからこそ、今 約の達成状況を評価できます。もち
までの選挙は、よほど焦点となる課 ろん、より客観的に評価できる仕組
題がなければ、政策ではなく人柄や みが重要ですが、今までの公約とは
イメージ等によって選ばれる選挙で まったくレベルが異なります。
その政党や政治家が当選することに
あったと思います。
つまり、有権者は政党や候補者に対 より、どんな政策が実現されるのか、
し「白紙委任」することが選挙だっ これが選挙の重要な選択肢となりま
たのですから、このことが政治不信 す。ですから、マニフェストにより、
や棄権率の上昇につながる要因でも 今までの「白紙委任」型の選挙から
「政策選択」型の選挙に変えること
あったのではないでしょうか。
が可能となります。
（事務局）
今までの白紙委任型の選挙が、マニ このことは、有権者の側の責任もよ
フェストによってどのように変わる り明確にすると思います。より多く
の有権者が選択した政策セットが、
のでしょうか。
選挙後に実行されることになるわけ
（堀添）
マニフェストでは、今までのような ですから。
（１）

２００５年５月号

今までの選挙では、仮に大臣がＡという政策セットを実
（事務局） 前ページからの続き
行しようとしても、このＡ政策セットは選挙の後で決め
具体的にはどのような違いになるのでしょうか。
られたものですから、政策の実行主体である行政官僚の
（堀添）
たとえば、一昨年に行われた神奈川知事選挙で、松沢知 側から見れば、大臣に働きかけて「より良い」「実態に
事が掲げたマニフェストには、基本的な県政の方向性と あった」政策に修正する余地が生まれます。このことは、
政治に継続性が求められる時代であれば、必ずしもマイ
共に、５分野３７項目の政策が記載されています。
たとえば、政策の３５番目には、「神奈川の安全性を取 ナスだけではないのですが、しかし大胆な改革をしなけ
り戻す」という項目がありますが、今までの選挙公約で ればならない時代においては、決定的に改革を阻害する
はここで止まってしまったわけです。これでは、結局こ ことにつながります。
の候補者が知事に当選しても何が実現されるのかはわか これに対し、選挙の前にＡ政策セットが掲げられ、当選
らない。ところが、松沢知事のマニフェストでは、さら した場合はどうでしょうか。私も地方自治体の職員だっ
に具体的な目標と手段、財源についても記載されていま たからわかるのですが、この場合のＡ政策セットは、行
す。この項目に関して言えば、２４．５％の検挙率を平 政官僚にとっても必ず実行しなければならない課題と認
成７年度並みの５０％程度まで引き上げる（目標）ため 識されることになります。政策の目的は主権者によって
に、警察官の１，５００名増員、警察署・交番等の１割 決められたのですから、あとはいかに効率的に実現する
増設等（手段）を行う。そのために１，５００名の行政 かが行政職員の腕の見せ所となるわけです。
（事務局）
職員を削減する（財源）ことが書かれています。
このマニフェストは、知事自身による自己評価と外部の 地方自治体においてマニフェストはどのように関わって
第三者機関による評価により、達成状況が明らかにされ くるのでしょうか。
る予定ですが、これ以外にも、様々な市民団体やＮＰＯ （堀添）
等によって、自主的に評価され結果が公表されることに 国政の場合には、議院内閣制をとっていますから、総選
挙の結果が第一義的に政府の内容を決めます。これに対
なるでしょう。
し、地方自治体では、首長と議会は各々が直接主権者に
（事務局）
具体的な公約ですから、次の選挙の前には、どの程度公 責任を負いますので、国政の場合と比べ、より工夫が必
要になると思います。
約を達成したかを評価できるのですね。
地方自治体においては、厳密に言えば、首長の側も議会
（堀添）
はい。マニフェストの達成状況は次の選挙における重要 の側も、単独ではマニフェストを提示することができま
な評価ポイントになると思います。ただ、達成率が高け せん。首長の側は条例制定権や予算議決権を持っていま
ればそれでよいかといえば、達成率が高いこと自体は最 せんから、仮にマニフェストで政策を掲げたとしても、
低条件ではないでしょうか。もちろん達成率が低ければ、 予算が否決されてしまえば実行が難しくなります。他方、
その政治家の実行力や、そもそも目標設定の仕方自体に 議会の側も、そもそも執行権は持っていませんし、予算
問題があったことを意味しますから、これはマイナス評 提案権もありませんので、仮に議席の過半数を得たとし
価につながります。しかし、確かに目標は達成したが、 ても、そのことで自動的に政策を決定できるわけではあ
それで状況が改善していない可能性もある。たとえば先 りません。その意味では、地方自治体におけるマニフェ
ほどの安全の項目で言えば、検挙率は５０％になったも ストのあり方については、試行錯誤を含めて研究するこ
のの、その結果、削減された１，５００名の公務員が支 とが必要だと思います。
えていた行政サービスの縮減が県民生活に大きなダメー すでに、ローカル・マニフェスト推進首長連盟が発足し、
ジを与えてしまった、という結果となる危険性もあるの ５月２２日にはローカル・マニフェスト推進地方議員連
盟も超党派で設立される予定です。地方政治の現場に携
です。
つまり、主権者の側にも、「政策を選択した」という責 わっている首長、議員の立場から、日本における最適か
つ実効的なローカル・マニフェストのあり方について、
任が生まれることになります。
マニフェストのもう一つの重要なポイントは、具体的な 研究し検討することになります。
（事務局）
政策が選挙の前に示される、という点です。
たとえば、治安に関し、Ａという政策セットとＢという 本年１０月には川崎市長選挙も予定されていますが、先
政策セットが選挙で争われ、結果としてＡを掲げた候補 日策定された新総合計画とマニフェストとの関係はどの
者、政党が当選したとします。このことは、主権者がＡ ようになるのでしょうか。
という政策セットを選択したことになりますから、Ａ政 （堀添）
策セットの持つ重みは計り知れないほど重くなります。 まだ、現職である阿部市長が正式に出馬表明をされたわ
けではありませんが、新人の候補の側であれば当然マニ
フェストを掲げることになると思います。
難しいのは現職の側ですが、私はやはり現職の側も、総
合計画とは別にマニフェストを掲げる必要があるように
思います。もちろん、現職首長が作成した総合計画とマ
ニフェストとの間に大きな矛盾があったら問題ですが、
○事後評価可能な具体的な政策体系による公約。
しかしやはり政治家として主権者に直接信を問えるのが
○政治家・政党への白紙委任から政策選択へ。
選挙ですから、総合計画を踏まえ、さらに行政の反対を
○主権者の意志を直接政治に反映。
押し切ってでも実現したい政策課題を掲げる良いチャン
スだと思います。
（事務局）
長時間にわたり、ありがとうございました。

マニフェスト選挙

従来型選挙

（２００５年４月２９日）
ほりぞえ健ニュース
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実行委員を募集しています！
ほりぞえ健後援会「地方主権を語る集い」実行委員会
ローカル・マニフェストを軸とした住民自治の推進

地方主権を語る集い～この国のあたらしいかたち
制度疲労が起きています。
明治維新から１３８年、日本の社会は大きく変わりました。しかし、中央政府が決定をし地
方が実行する、という国の政治の仕組みは廃藩置県の時代そのままです。
地域ごとの特性に合わない画一的な公的システムは、非効率な税金の使い方であるばかりで
なく、税金を喰いものにする利権や癒着構造の温床にもなっています。
地方主権・地方分権で何が変わるのでしょうか。
１．自治体に競争が生まれ、工夫や努力に応じて地域が発展します。
２．画一的な行政から、地域特性・住民ニーズにあった行政に変わります。
３．主権者の目の届くところで政治が行われる結果、利権や癒着構造にメスが入ります。
つまり日本が変わります。

パネラー
神奈川県知事 松沢しげふみ氏
川崎市長
阿部たかお氏
衆議院議員
ひだか剛氏

コーディネーター
川崎市議会議員

ほりぞえ健

５月２８日（土）
午後２時半開場、３時開演

ＫＳＰホール
溝口駅から無料バス

実行委員会の活動
○パネルディスカッションの内容に
ついて議論をします。
○当日の運営をします。
○パネルディスカッションへの参加
者を募ります。

０４４－８５５－１４７９
お気軽にお電話ください
ほりぞえ健ニュース
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第２０回

「川崎市政に参加する会」のご案内
日時：２００５年６月２５日（土）
午後１時半から４時まで。
場所：てくのかわさき

私たちの住む川崎市を「安心して暮らせるまち」に
していくためには、私たちの手でもっともっと変えて
いかなければならないと思います。
一人一人の主権者の皆様とともに、新しい川崎市の
あり方について、勉強し、議論し、実行していく場と
して、「川崎市政に参加する会」を開いています。
毎月、その時々にあったテーマを設定し、開催して
おりますので、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げ
ます。

溝の口駅徒歩５分
溝口１－６－１０

０４４－８１２－１０９０

第２０回 ６月２５日 午後１時半～てくのかわさき

「川崎市の行財政改革」
－第二次行財政改革プランの課題と目標

このニュースはご自宅にも無料で配送しております。毎月確実にご覧になりた
い方は、ほりぞえ健事務所までご連絡ください。（電話：８５５－１４７９）
連載コラム

川崎と高津の地名（No.７）参考：上田恒三著「高津村風土記稿」
日本地名研究所編「川崎の町名」
「北見方」の由来

北見方（きたみがた）は、かつては下倉耕地、上耕
地、大道耕地、宮前耕地、山王下耕地、向河原の６つ
の字に分かれ、それぞれに氏神がまつられており、そ
の総鎮守として白髭神社が北見方村の村社としてまつ
られていました。明治２２年に近隣村々とともに高津
村に編入され、高津村大字北見方となりました。
北見方の地名の由来については、はっきりしたとこ
ろはわかっていません。「高津村風土記稿」では、疑
わしい説ではあるが、との前提で、今川家の家臣で、
その後現在の世田谷区喜多見あたりに居を構えた北見

政治資金ご寄付のお願い
地元から日本改革を実現するために、皆様の温かい
ご支援をお願い申し上げます。

氏に仕えた武士がこの地を開墾し、主人である北見氏
の名にちなんで北見方と名づけられた、ということが
紹介されています。北見方は、戦国時代初期、瀬田に
本拠地のあった長崎氏が開墾した地のため、そこから
「北見方」の地名となった、という説もあります。
この他にも、古代の
県守（あがたもり）が
いた御県（みあがた）
にかかわる地名という
説もあるようですが、
やはり定かではないよ
うです。

「ほりぞえ健後援会」宛
郵便振替：高津郵便局 口座００２７０－１－２４１６９
銀行振替：川崎信用金庫 高津支店 普通０７９６２９４

今回の中国における反日行動は、他国と付
き合っていくことがいかに難しいかを、改
めて私たちに感じさせた。テレビでは、小
泉首相のポスターが燃やされる様子や、大
使館や領事館、日本料理店の窓ガラスが投
石によって壊された模様などが連日放映さ
れた。それに対抗するように、日本でも、
中国大使館や中国語学校などにいやがらせ
が相次いだ。両国それぞれにおいて、日中
友好のために尽力してきた人々が、一番つ
らい気持ちでいるだろう。／今回の事態は、
日本の常任理事国入り問題や、教科書問題
を発端にしている。しかし反日感情は突発
的なものではなく、戦後六十年を過ぎて、
中国の人々の日本への不信が、むしろ増大
しているのではないかと懸念される。それ
は竹島問題をめぐる、韓国との関係につい
ても同じである。ドラマなどを通じて一時
ブームになっても、深い友情で結ばれてい
ると言える状態ではないことが、こうした
事件のたびに露わになる。なぜ、中国や韓
国の人々は、日本を信頼してくれないのか、
なぜ日本の側は、相手を安心させられない
のだろう。／「中国は経済格差が拡大し政
府に対する不満が高まっているから、それ
を日本たたきで逸らそうとしている」「経
済成長が著しく、中国の若者の間で極端な
愛国主義や大国意識が芽生え始めている」
といった意見も聞く。確かにそうした背景
も、あるのかもしれない。しかし日本の側
の私たちが、主として中国側に原因を求め
ることで納得してしまい、それ以上自身の
あり方を深く考えることがなくていいのだ
ろうか。「過激さ」だけに目を奪われるこ
となく、冷静かつ謙虚に相手の主張を聞く
必要があるのではないかと思う。／先日の
「川崎市政に参加する会」には、日系カナ
ダ人の方が参加してくれた。「日本で暮ら
していて、今一番の問題は何ですか」とい
う問いに、「イベントなどで、自分たちの
文化に興味を持ってもらえることはある。
でも、本当の意味で存在をきちんとわかっ
てもらえていない」という趣旨のことを発
言された。諸外国の人々と表面的ではない
関係をつくっていくにはどうしたらよいか。
まずは、現在と過去、私たちの何が問題に
されているのか、しっかり耳を傾けること
ではないかと思う。
（事務局ゆ）
ほりぞえ健ニュース
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