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ませんでした。基本的に各会派とも、１期目
ませんでした
基本的に各会派とも １期目
と２期目の議員が中心に一般質問をしていま
した。私も質問できましたので、久地円筒分
水や中原堰、ニケ領用水開削４００周年にか
かわるもの、水道事業再構築に関する生田浄
水場廃場計画にかかわるもの、市民カードの
発行場所拡大にかかわるもの、選挙開票事務
の迅速化にかかわるもの の４項目の質問を
の迅速化にかかわるもの、の４項目の質問を
致しました。
（事務局）
６月定例会が終わったわけですが、これから
の川崎市の動向はいかがですか。
（堀添）
今月２９日には参議院議員選挙もあるという
ことで あわただしい状況ではありますが
ことで、あわただしい状況ではありますが、
これから秋口にかけては、本市にとって重要
な時期になると思います。
まず第一に、新実行計画の策定があります。
まず第
、新実行計
策定 あります。
平成１６年度に策定した新基本計画「川崎再
生フロンティアプラン」の最初の実行計画が
今年度で終了しますので、次の３年間の計画
として現在策定中です 行政側の予定では
として現在策定中です。行政側の予定では、
８月中に原案を策定し、９月にはパブリック
コメントにかけることになっています。
（事務局）
新実行計画策定に関して、どのような課題が
ありますか。
（堀添）
今回 新実行計画 は ２
今回の新実行計画では、２つの点に留意する
点に留意する
必要があると思います。１つは時期の問題で
す。９月に原案が示されるということは、平
成２０年度予算案の策定の前に ３ヵ年の計
成２０年度予算案の策定の前に、３ヵ年の計
画を立案するということになります。
３ヵ年の中期計画を策定し、その上で翌年度

政治資金ご寄附のお願い

の計画である予算を具体化する、という本来
あるべき望ましい姿となったわけですが、他
方で、残された短い期間の中、スケジュール
に押されて議論や検討が不十分のまま計画が
策定されてしまうことにならないか、やはり
危惧も感じます。新実行計画の策定にあたっ
ては、進捗状況によっては、スケジュールを
後ろに伸ばすことも必要だと思います。
もう一点は
もう
点は、将来人口推計調査の影響です。
将来人口推計調査の影響です
今までの将来人口推計調査では、川崎市の人
口は平成２７年にピークを迎え１３８万９千
人になる、との見込みでした。これに対し、
６月に発表された新人口推計調査では、ピー
クを迎えるのが平成３７年となり、最大人口
も１４６万６千人となっています。
基本的には 平成２７年以降の時期における
基本的には、平成２７年以降の時期における
推計値が上方修正となっていますので、現行
の基本計画には直接的な影響とはならないだ
ろうとのことですが、やはり基本数値である
、や
本数
人口推計値が変わることについては慎重な対
処が必要です。なお、高津区の人口は７区中
５番目ですが、最終的には７区の中で一番人
口が多くなると推計されています
口が多くなると推計されています。
（事務局）
新実行計画の策定以外ではいかがですか。
（堀添）
予定では１２月議会で審議することになりま
すが、住民投票条例の制定があります。今ま
での検討を踏まえ、秋ごろには最終案が提示
される予定です 住民投票制度は区民会議と
される予定です。住民投票制度は区民会議と
ともに、川崎市における自治の仕組みとして
重要な柱になると思います。
（事務局）
どうもありがとうございました。
（２００７年７月４日）

「ほりぞえ健後援会」宛

地元から日本改革を実現するために､ご支援 郵便振替：高津郵便局 口座００２７０－１－２４１６９
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賜りますよう､お願い申し上げます。
昨年六月、北海道夕張市が財政再建団
体入りを表明して以来、様々な再建措
置がとられたが、その一つ、市立総合
病院廃止と、公設民営の夕張医療セン
ター発足までの、二つのドキュメンタ
リー番組を見た。▼市立病院は負債四
十六億円を抱え、一七〇床のベッドと
外来を常勤医師二名、非常勤医師一名
で対応する事態に陥り、存続は断念さ
れた。民営診療所ではベッド数は激減
する。多くの入院患者が退院を余儀な
くされた。ある一組の老夫婦は、退院
の説明に「今ここで、この窓から飛び
降りたい」と涙をこらえていた。幸い
移ることができた他市の病院で、遠く
の夕張の山を見ながら「帰りたいね」
と二人はつぶやく。生まれ育った愛着
ある土地で、一生を終えられたらどん
なにか幸せか。そうしたささやかな望
みも含めて、財政破綻は人々の暮らし
を直撃した。▼しかし同時に、困難の
中から希望も生まれている。病院運営
に応募した村上智彦医師は、経営コン
サルタントや医師の人材紹介業者、以
前の勤務地の同僚たちとチームを組ん
で、文字通り寝食を忘れ診療所立ち上
げに奔走する。施設の不備をめぐって
市や県と交渉したときの言葉が印象的
だ。「我々に丸投げでは困る。行政も
役割をきちんと果たして欲しい」▼村
上氏は、入院や薬に頼らずにすむよう、
地域・家庭での健康づくりに重点を置
く予防医療の専門家でもある。「住民
自らが健康安全を守っていくことを手
伝う」のが医師の役目で、あくまでも
主体は住民だ。さらに診療所を核に、
老人ホームや保育所、コンビニエンス
ストア等を擁する複合施設に発展させ、
その近くにお年寄りを呼び寄せる街づ
くり構想も提起しているという（『朝
日新聞』六月二十一日）。主体性と協
働によって街を再生する。そうした夕
張市の動向は、川崎の私たちにとって
も参考になるだろう。 事(務局ゆ )
ほりぞえ健ニュース

（４）

２００７年７月号

た

か

つ

は

けん

つ

高津発

日本改革
本改革！
に

ほ

ん

か

い

か

く

ほりぞえ健ニュース
２００７年７月号 No.４３
民主党川崎市議団 ほりぞえ健事務所
〒213 0033
〒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

選挙後、初定例会が開催されました！
川崎市議会議員 ほりぞえ健
（事務局）
統一地方選挙後、最初の定例会となる６月議会が開催されました
ね 今回の議会の特徴はどうでしたか
ね。今回の議会の特徴はどうでしたか。
（堀添）
この定例会では、議案２１件の審査が中心でしたが、法律の改正
に伴う条例改正が多かったですね たとえば 郵政民営化に伴い
に伴う条例改正が多かったですね。たとえば、郵政民営化に伴い、
日本郵政公社が官公庁ではなくなったため、条例上の記述を整理
するなどです。
川崎市独自の議案ということでは、北部リハビリテーションセン
ターを新設するもの、小田栄西地区と新丸子東３丁目地区、鹿島
田駅西部地区の地区計画を定めるもの、はるひ野小学校・中学校
を新設するもの、等への議論が盛んだったと思います。地区計画
の設定に関する議案では 委員会での審議を踏まえ 土壌汚染に
の設定に関する議案では、委員会での審議を踏まえ、土壌汚染に
対する対応や跡地利用に関する附帯決議を附して可決しています。
●1963（昭和38）年２月６日、高津区に
また、臨海部の浮島工事に関する契約締結議案（契約予定金額は 生まれ、高津小学校出身。桐朋中学、
高校を経て東京工業大学を卒業。
約２０億円）については、契約相手先となる共同企業体の代表企 ●東京都三鷹市で９年間、地域情報化や
●東京都三鷹市で９年間 地域情報化や
業が防衛省の談合事件に関与していたことが明らかとなったため、 プライバシー保護等に従事。
●セブンーイレブン本部での情報システ
議案自体が撤回されました。
ム構築をはじめ、ITを活用したシステ
議案以外では、義務教育費の財源確保等に関する意見書、ウイル ムづくりに従事。
●2003年４月 川崎市議会議員に初当選
ス性肝炎の総合施策推進に関する意見書 地球温暖化対策の強化 ●2003年４月、川崎市議会議員に初当選。
ス性肝炎の総合施策推進に関する意見書、地球温暖化対策の強化
●2007年４月、同２期目当選。
に関する意見書、年金問題の早期解決に関する意見書も、全会一 ●川崎マニフェスト検討委員。
●経済産業省 システム監査技術者
致で採択しています。
●妻と長女（高校２年）の３人家族
（事務局）
今回、議員は総務委員会の副委員長となりましたが、総務委員
会での審議はいかがでしたか。
（堀添）
総務委員会は 総務局 総合企画局 財政局 教育委員会事務
総務委員会は、総務局、総合企画局、財政局、教育委員会事務
局や選挙管理委員会事務局など、行政委員会事務局に関する議
案等を審査します。６月定例会では、教育委員会に関する審議
が比較的多かったですが、先ほどの義務教育費の財源確保等に
関する意見書も、総務委員会の中での議論をもとに意見書案を
作成し、本会議で採択したものです。
（事務局）
一般質問についではいかがでしたか。
般質問についではいかがでしたか
（堀添）
今回は、参議院議員選挙を控えているということで、通常は４
日間かけていた一般質問を３日間へと短縮しました。そのため、
日間かけていた
般質問を３日間 と短縮しました。そのため、
質問者も、４５名（通常は５０名程度）と若干減らさざるをえ
（４ページに続く）
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水戸まさし氏

（民主党 神奈川県参議院選挙区第５総支部支部長）

（堀添）
水戸さんは、春日一幸衆議院議員、田中慶秋
衆議院議員の秘書を経て 平成７年の統一地
衆議院議員の秘書を経て、平成７年の統
地
方選挙で、神奈川県議会議員に初当選されま
した。以後、今年の４月まで神奈川県議会議
員を１２年務められましたが、この間の一番
の成果はなんでしょうか。
（水戸）
この１２年間は、民主党の神奈川県連の幹事
長をはじめ 様々な経験をさせていただきま
長をはじめ、様々な経験をさせていただきま
した。それらの一つ一つが私にとって印象深
いですが、あえてその中から一つを選ぶとす
れば、４年前に当時の松沢しげふみ代議士を
、
神奈川県知事候補に擁立した時のことですね。
すでに、岡崎知事は退任を表明されていまし
たので、神奈川県政の改革をさらにスピード
ア プさせるために どのような候補者がふ
アップさせるために、どのような候補者がふ
さわしいのかを、県民に開かれた場で議論し
ていく必要があると考え、県会の仲間を中心
に集まりました。
（堀添）
「神奈川県政刷新の会」ですね。私も、新聞
記事で拝見し、さっそく会の活動に参加させ
ていただきました
ていただきました。

水戸まさし
プロフィール
ィ
１９６２年 北海道生
まれ／１９８５年 慶
応義塾大学（商学部）
卒業／１９９２年 税
理士試験に合格／１９
９５年 神奈川県議会
議員に初当選／民主党
神奈川県参議院選挙区
第５総支部支部長

（水戸）
堀添さんとのご縁もその時からでしたね。
「刷新の会」では、まず、どのような知事が
必要なのかを徹底して議論し、合意された条
件をもとに、数名の候補者をノミネートしま
した。そして一人一人直接お会いさせていた
だきま
だきました。当時、松沢しげふみ代議士は、
時 松
げ
代議
まだ知事選挙への立候補を決意されてはいな
かったのですが、われわれは松沢氏に知事と
なっていただきたいと強くお願いをしました
なっていただきたいと強くお願いをしました。
（堀添）
その意味でも、水戸さんが代表であった「県
政刷新の会」は、松沢知事誕生にむけて、少
なからぬ役割を果たされたのだと思います。
１２年間、神奈川県議会議員を務められたわ
けですが、これまでの経験を国政にどのよう
に生かしていくお考えでしょうか
に生かしていくお考えでしょうか。
（水戸）
私は、松沢知事が掲げられているマニフェス
ト「神奈川力全開宣言」を全面的に支持して
おりますが、これを実現するためにも、国政
が変わらなければならない点が少なからずあ
ります。たとえば「府県制から道州制への大
転換」は良い例ですが 地方分権を進め 広
転換」は良い例ですが、地方分権を進め、広
域行政をしっかりと担うことができる道州制
を実現するためには、国政の場での活動が重
要となってきます。
また、これ以外にも、花粉症対策や障害者の
自立支援の促進など、身近な行政である地方
自治体に権限と財源をきちんと移していくこ
となしに 実現は難しい課題が多くあります
となしに、実現は難しい課題が多くあります。
松沢知事をはじめ、地方自治体と連携をし、
課題解決に取り組んでいきたいですね。
（堀添）
どうもありがとうございました。

あいはらくみこ氏

（民主党 参議院比例区第６総支部支部長）

（堀添）
あいはらさんは、民間企業で働かれた後、札
幌市で非常勤職員として勤務された経験をお
持ちです。地域は違いますが、同じように政
令指定都市で議員活動をしている私にとって
も、とても親近感を抱いています。
私は、４年間の議員活動を通じて、身近な分
野においても全国一律の政治が行われ、地域
ごとの特徴や工夫を生かすことができない現
状に大きな問題があると痛感しました
状に大きな問題があると痛感しました。
（あいはら）
そうですね。私が勤めていた札幌市は、北海
道の中でもまだ元気のあるまちですが、北海
道全体で見ると、地域経済の疲弊をはじめ、
めちゃくちゃな状況になっています。
夕張市の財政破綻にしても、もちろん夕張市
自身の責任はありますが それ以上に国が破
自身の責任はありますが、それ以上に国が破
綻に「追い込んだ」と言わざるをえません。
現在の国と地方の関係では、残念ながら地方
自治体に実質的な決定権限はほとんどありま
せん。さまざまな形での国からの「ひもつき
補助金」により、自治体施策全体が方向付け
られてしまう状況があります。
地域の税金の使い方は地域で決める こうし
地域の税金の使い方は地域で決める。こうし
たあたりまえの政治にしていくことが、税金
の無駄遣いを止める一番の近道だと思います。
（堀添）
あいはらさんは、地方分権、地方主権に関し
て、どのような政策を実現されようとしてい
るのでしょうか。
（
（あいはら）
）
国と地方が対等に協力できる関係をつくるこ
とで、透明で公正な行政を実現し、地方分権
による市民参加のまちづくりを進めたいと考
えています。

そのために、まずは自治体に必要な財源をひ
もつきではない、一般財源としてきちんと確
保しなければならないと思います。
また、自治体の側も、脱皮が求められていま
す。地方自治法の一部改正により、地方議会
の改革は進展しつつありますが、市民参加の
仕組 と
仕組みということでは不十分です。住民投票
と は 十分 す 住 投
条例の導入や、パブリックコメントの活用、
さらには情報通信技術の活用により、市民自
治を確立しなければならないと思います
治を確立しなければならないと思います。
（堀添）
川崎市においては、一昨年に自治基本条例を
制定し、この条例の下でパブリックコメント
制度の条例化も実現しました。また、住民投
票条例についても、本年度中に実現する予定
です。行政として市民参加の仕組みはかなり
整備されてきていると感じていますが やは
整備されてきていると感じていますが、やは
り議会の側としても、さらに市民との距離を
近づけなければならないと思います。そのた
めにも、議会基本条例の制定をはじめ、公聴
会や参考人制度などをもっと活用しなければ
ならないと考えています。
本日はお忙しい中、貴重なお話しを伺わせて
いただき ありがとうございました
いただき、ありがとうございました。

あいはらくみこ
プロフィール
ィ
１９４７年 北海道生
まれ／１９６９年 北
海学園大学（法学部）
卒業 ／民間企業での
卒業。／民間企業での
勤務、皮革工芸講師等
を経験。／１９８２年
札幌市非常勤職員。／
現在 民主党参議院比
例区第６総支部支部長

参議院選挙の選挙区
選挙区は 候補者の得票数によって当選が決まります
選挙区は、候補者の得票数によって当選が決まります。

参議院選挙の全国比例区
全国比例区は 候補者の得票数によって順位が決まります
全国比例区は、候補者の得票数によって順位が決まります。

神奈川選挙区においては、定数が３となりますので、候補者のうち得
票数の多い方から順に３名が当選することになります。

たとえば、民主党に所属する候補者の個人名を記入して投票すると、
その候補者を応援するのと同時に、民主党に対する応援にもなります。
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