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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

平成１７年を振り返って ーマニフェスト選挙と自治基本条例
川崎市議会議員

ほりぞえ健

せん。
（事務局）
本年を振り返っていかがでしたか。 そして違いは、まさに「改革」の中
身と、改革を通じて何を実現しよう
（堀添）
やはり選挙が集中した１年だったと としているのか、だと思います。
思います。７月の東京都議選、９月 民主党が９８年に決定した『基本理
の総選挙、１０月の川崎市長選、宮 念』には、「旧来の思考と利権構造
前区市議補選、参議院議員補選と、 から抜け出せない旧体制を打ち破り、
とくに後半は選挙に明け暮れていた 当面する諸課題を解決する」ために
「これまで既得権益の構造から排除
気がします。
選挙を通じて感じたのは、マニフェ されてきた人々、まじめに働き税金
ストを軸とした選挙が定着してきた を納めている人々、困難な状況にあ
ということです。今までのように、 りながら自立をめざす人々の立場に
「どの候補者・政党に白紙委任する 立ちます。すなわち､｢生活者｣｢納税
のか」という選挙から、「どの政策 者｣｢消費者｣の立場を代表｣し、「透
セット（マニフェスト）を選択する 明・公平・公正なルールにもとづく
のか」という選挙に変わりつつある 社会」「経済社会においては市場原
●1963（昭和38）年２月６日、高津区に
理を徹底する一方で、あらゆる人々
生まれ、高津小学校出身。桐朋中学、
ように思います。
高校を経て東京工業大学を卒業。
その上で、わたしたち民主党がどう に安心・安全を保障し、公平な機会
●東京都三鷹市で９年間、地域情報化や
いう方向を目指しているのか、政党 の均等を保障」「中央集権的な政府
プライバシー保護等に従事。
のあり方についても、主権者から厳 を「市民へ・市場へ・地方へ」との
●セブンーイレブン本部での情報システ
視点で分権社会へ再構築」する、と
ム構築をはじめ、ITを活用したシステ
しく問われた一年でした。
ムづくりに従事。
自民党と何が同じで、何が違うのか。 謳われています。まさに、この原点
●2003年４月、川崎市議会議員に初当選。
同じ点は、自由と民主主義を基盤と に立ち返り、政策を具体的に、かつ、 ●市議会まちづくり委員会副委員長
する社会経済システムを選択してい わかりやすく展開していくことが必
●民主党神奈川県第18区総支部副幹事長
●経済産業省 システム監査技術者
ること、そして「小泉」自民党に純 要なのだと思います。
●妻と長女（中学３年）の３人家族
化してからは、「改革政党」である （事務局）
という点も、「改革」の中身はとも 川崎市政についてはどうでしたか。
うまくまわっていくように、議会と
あれ、両党に共通するのかもしれま （堀添）
本年、全国の政令指定都市に先駆け してもできる限りの支援を行ってい
て「自治基本条例」を施行したこと く必要があると思います。
が一番のトピックだと思います。す また、住民投票条例に関しても、市
でに具体化がされてきているわけで 民も参加しての検討委員会が立ち上
すが、たとえば区民会議についても がりましたので、検討結果を踏まえ
すでに２回の試行が行われ、来年３ た制度設計がされていきます。
月には本番実施に向けた条例も制定 阿部市長も２期目に入り、改革のス
する予定です。試行の内容に関して ピードも今まで以上に上がっている
は様々な意見があるようですが、私 ように思います。一つ一つの行政課
としては当初予想していた以上に順 題に対し、本当に必要なのか、行政
調に進んでいるように感じています。が行う必要があるのか、効率的に行
行政区の業務の下請けということで われているか、を問い直すとともに、
はなく、地域コミュニティとして抱 新しい行政ニーズに的確に対応しな
える課題にどのように対応していく ければなりません。
のか、様々な形で地域社会にかかわ （事務局）
る方々が議論し、解決策を見出し、 どうもありがとうございました。
（２００５年１２月２３日）
そして実行する、というサイクルが
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２００５年１２月号

１２月定例議会における主な議題
会期予定：平成１７年１１月２８日～１２月２２日（２５日間）

議案・報告の概要について
条
例：「川崎市路上喫煙の防止に関する条例」他、計１６件。
事
件：「川崎市国際交流センターの指定管理者の指定」他、計３５件。
和解訴訟：訴訟上の和解等、計３件。
補正予算：「平成１７年度川崎市一般会計補正予算」他、計２件。
報
告：「地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について」の１件。

主な議案の概要について
「川崎市路上喫煙の防止に関する条例の制定について」
混雑が予想される指定された駅周辺において、道路等での喫煙を防止する条例。違反者に対しては２
万円以下の科料を課すもの。科料の額は２万円以内で別途規則で定めるが、概ね２千円程度になる見
込み。平成１８年４月１日から試行（科料適用は同年１０月１日から）。

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例の制定について」
既存条例の対象に建造物に係る環境の負荷低減を加えるもの。ＣＡＳＢＥＥ（建築物総合環境性能評
価システム）に対応。床面積が５，０００平方メートルを越える建物が対象。公布日から１年以内に
施行。

「川崎市国民保護対策本部及び川崎市緊急対処事態対策本部条例の制定について」
「川崎市国民保護協議会条例の制定について」
『武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律』に基づく条例。川崎市における国
民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の組織、会議の内容を定めるとともに、国民保護計画策定
の前提となる協議会の組織、運営について定めるもの。公布の日より施行。

「川崎市市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定」
幸区の河原町小学校を廃止し御幸小学校に統合するもの。平成１８年４月１日に施行。

「訴えの提起」
水道メーター談合事件に伴い、本市として損害賠償請求を行うもの。８社に対し、約８，２００万円
を請求。

「指定管理者の指定」
１６０の公の施設について、指定管理者を指定するもの。すべて公募を行い、本市の出資法人（出資
率が２５％以上）が指定を受けたものが７４施設（４６．３％）、社会福祉法人が６２施設、共同事
業体（ＪＶ）を含んだものが１０施設、その他（株式会社やＮＰＯ法人）が１４施設。
川崎市国際交流センター
川崎市立労働会館
川崎市生活文化会館（てくのかわさき）
川崎市男女共同参画センター（スクラム２１）
川崎市子ども文化センター（５８施設）
川崎市ふれあい館
川崎市産業振興会館
かわさき新産業創造センター
川崎市都市公園（２施設）
川崎市余熱利用市民施設（２施設）
川崎市リサイクルコミュニティセンター
川崎市授産施設
川崎市老人福祉センター（５施設）
川崎市心身障害者総合リハビリセンター（６施設）
川崎市老人いこいの家（４６施設）
川崎市軽費老人ホーム
川崎市身体障害者福祉会館（４施設）
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川崎市高齢社会福祉総合センター（３施設）
川崎市特別養護老人ホーム（７施設）
川崎市養護老人ホーム
かわさき総合ケアセンター（２施設）
川崎市聴覚障害者情報文化センター
川崎市港湾振興会館
川崎市体育館
川崎市少年自然の家
川崎市武道館
川崎市スポーツセンター（４施設）
川崎市青少年の家
川崎市黒川青少年野外活動センター
川崎市大山街道ふるさと館
川崎市とどろきアリーナ
川崎市こども夢パーク
（太字は高津区内に対象施設があるもの。）
２００５年１２月号

２００５年 川崎市１０大ニュース
川崎市総合企画局が行った「２００５年川崎市１０大ニュース」の結果が発表されました。この１年間の
川崎市政を振り返る上での参考にしていただければと思います。
●選定方法：川崎市に関連する出来事２９項目を抽出し、市民の投票により得票総数の多い順に選定。
一人１０項目以内で投票。
●投票状況：市政モニターによる投票
９８人
消費生活センターによる投票
５９人
区役所、市民館、図書館等による投票 ２２１人
ホームページでのインターネット投票 ３１０人
計
６８８人
●調査期間：２００５年１１月２８日～１２月７日

第１位：川崎フロンターレＪ１で快進撃
第２位：地下鉄計画変更、武蔵小杉接続へ
第３位：川崎港にジョーズ出現
第４位：武蔵小杉新駅開業が決定
第５位：市内でも強い地震
第６位：川崎市長に阿部孝夫現市長が再選
第７位：チネチッタ､観客動員数･興業収入ともに2年連続日本一
第８位：ＪＲ川崎駅西口に大型複合商業施設を核とする
「ラゾーナ」建設
第９位：行財政改革により職員約１，１００名を削減
第10位：メガスターⅡの開発者 大平貴之さんモデルの
ドラマがテレビで放映
１１：国勢調査票の詐取相次ぐ

３３２票
３０１票
２６８票
２５８票
２５５票
２３５票
２１０票
１８２票
１７８票
１７１票

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６４票

１２：夢見ヶ崎動物公園に赤ちゃん続々誕生

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４６票

１３：三菱ふそう川崎 都市対抗野球で３回目の優勝 －－－－－－－－－－－－－－－－－－１４０票
１４：ミューザ川崎シンフォニーホールで「夏の音楽祭」を開催 －－－－－－－－－－－－－１３３票
１５：宮前区長や病院事業管理者に初めて民間人を起用

－－－－－－－－－－－－－－－－－１１７票

１６：川崎市アスベスト対策会議を設置 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１３票
１７：児童数の減少に伴い、小学校統廃合の方針決定 －－－－－－－－－－－－－－－－－－１０５票
１８：地球温暖化防止へ１０万本植樹 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０２票
１９：総合コンタクトセンター「サンキューコールかわさき」がスタート －－－－－－－－－１０１票
２０：トランポリン中田選手がワールドカップで優勝し、世界ランク１位に －－－－－－－－１００票
２１：西ナイル熱

川崎市で国内初の患者

２２：臨海部に活性化の兆し

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

９９票

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーー－－－

９７票

２３：川崎再生に向け新たなスタート －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

８４票

２３：アメリカンフットボールＷ杯 ２００７年夏、川崎で開催 －－－－－－－－－－－－－

８４票

２５：ストリートミュージシャン活躍 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

８０票

２６：岡本敏子さん急逝 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

７３票

２７：各区で試行の区民会議開催 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

６９票

２８：新潟県中越地震の被害を受けた十日町市に復興支援

－－－－－－－－－－－－－－－－

６４票

２９：ＮＥＣ女子バレー部をホームタウン推進パートナーに認定 －－－－－－－－－－－－－

５８票
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第２３回

「川崎市政に参加する会」のご案内
日時：２００６年１月２５日（水）
午後７時から８時半まで。
場所：高津市民館 第１会議室

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。

溝の口駅前マルイファミリー
溝口１－６－１０ ０４４－８１２－１０９０

第２３回 １月２５日 午後７時～ 高津市民館

「川崎市の都市政策」
－まちづくりと建築規制

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.１１）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」
「末長」の由来

末長の地名は、『小田原衆所領役帳』の中に「稲毛
末長」と記載されていますので、稲毛庄と深い関係の
ある地域であったと言われています。
地名の由来は、やはりはっきりしていませんが、言
い伝えとしては、平安時代後期の武将で陸奥の国守で
あった八幡太郎義家（源義家）が後三年の役の帰途、
寛治５年（１０９１年）１月１５日に、この地の丘の
上に奇異な石を見つけ、この石に武運を祈り、弓矢を
納めて、民の「末永く」栄えんことを願った、という
伝承が残っています。

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。

この地の半分を占める低地は、水田の地割から条里
制も施行されたと考えられており、かなり古い時代に
開発されたと思われます。
北西部には東急田園都市
線の梶ヶ谷駅がありますが、
ここには駅ができる前に、
「池の谷（やと）の溜池」
がありました。
明治２２年、市制・町村
制施行に伴う７村合併によ
り、末長は橘村の大字とな
りました。

「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

インターネットの掲示板で読んだ「昨今の
電話のかけ方に不満だ」という意見に考え
させられた。「かけてくる方が受け手の生
活に割り込み邪魔をしているのに、自分か
ら名乗る前に、○○さんのお宅ですか？と
確認するとは何事か。安全面からも相手が
わかるまで名乗りたくない」というものだ。
電話をかけたとき「はい○○です」と出る
家庭は少なくなった。個人的な電話をかけ
るとき、筆者は特に意識せず先に確認する
ことが習慣になっていたが、相手を安心さ
せるには先に名乗ったほうがいいのだとい
うことに初めて気づいた。／その一方で、
「○○さんのお宅ですか？」と尋ねられた
ら、「どなたですか？」と聞き返し、相手
が名乗るまで話を進めないという意見にも、
首を傾げた。確かに「振り込め詐欺」など
が横行する昨今、電話をかけてきた相手に
不用意に名乗りたくないという気持ちはわ
かる。しかし、「尋ねるほうから絶対名乗
るべき」ということに頑なに拘るのは、安
全面でもさほど大きなメリットがあるわけ
でもなく、逆に礼を失するようにも思える。
／今は、子どもにも、知らない人に親切に
するよりは、むしろあまり関わらないよう
に、と教えざるをえないという声も聞く。
全般に凶悪な犯罪が増えているようにも思
える。通学路上で児童が襲われるという痛
ましい事件が連続して起きるような現在、
知らない人に警戒することは仕方ないこと
なのかもしれない。／アメリカでは「ゲイ
ティッド・コミュニィ」と呼ばれる住宅地
があるそうだ。文字通りガードマンに厳重
に守られたその街に、住人以外の人間が入
るには、特別な許可が必要だという。「銃
社会」ということで極端な例なのかもしれ
ないが、「安全」のためには、他者を拒絶
するのもやむなしという感覚の広がりは、
日本でも進んでいるのではないだろうか。
だが、本当は知らない人とでも和やかにコ
ミュニケーションできる社会のほうが、居
心地はいいに違いない。／「安全」と「温
かさ」は、そもそも矛盾する概念ではない。
両者が両立する社会にするにはどうしたら
よいかということを、よく考える必要があ
ると思う。
（事務局ゆ）
ほりぞえ健ニュース

（４）
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