越谷も

第11回―6/30 「増大する医療ニーズ～ 病院に求めるだけでは解決しない～」
・講師：本田 宏 氏（済生会栗橋病院院長補佐 ）
・コメンテーター：野口 晃利氏（越谷市立病院事務部長）

『トライ&チャレンジ』

桜井地区市政報告会

第118回－7/20 参議院選にどのように臨むか ：白川ひでつぐ議員
―“選べたいのに選べない”投票箱に収まらない民意と連携するために―
選べたいのに選べない”にならないための市長選の争点とは：参加者による討議
第119回－8/24 9月議会にどのように臨むか ：白川ひでつぐ議員
―現市長の任期最後の提出議案を、事前に検討しましょう―
統一ローカルマニフェスト2011」の2年目検証結果について：参加者による討議
―市長選の争点として取り組むためにやるべきこと―
第120回－9/21 9月議会報告 ：白川ひでつぐ議員
―官民協働の災害復旧からみた議会と市民の役割等について―
今求められる「新しいタウンミーティング」とは ：参加者による討議
―実行するための課題と対応について考える―
第121回－11/17 二期目市長に期待する市民の集い
―越谷市の問題はどうなるの？ ―：参加者による討議
市長選挙で見えた問題や、今後の地域再生の課題ってなんだろう？
―投票後の未来を市民でフリートーク！！―
※選挙管理委員会から、選挙期間中における集会は、制限されると
の指摘を受け10/24日の開催をやむなく中止いたしました。

事務所：越谷市大里226-1
TEL／FAX 048-970-8005

Ｔｒｙ & Challenge

第13回―9/27 「市長選挙マニフェストを語る市民の集い 」
★中核市移行のメリットデメリットは？★第3庁舎、本庁舎整備をどう考える？
★財政・行政改革どう進める？★統一ローカルマニフェスト2011と市長選挙の争点は？

第117回－6/22 ６月議会報告：白川ひでつぐ議員
―１年交代が繰り返される正副議長選挙に見る議会の現実と責任のかい離―
市長選の争点を考える：参加者による討議
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『やればできる』

第12回―7/28 聞いてみよう、考えてみよう、話してみよう「越谷市の今とこれから」
～統一ローカルマニフェスト2011検証大会 第2回～
・パネリスト：しくみ（西川孝一）、公共（岡田英夫）、豊かさ（小口高寛）

タウンミーティング

発行日：２013年12月3日
発行者：チーム白川

YES,WE CAN.

政経セミナー第2期・特別講座

第11回-7/25 平成2５年６月議会について
・正副議長選挙と監査委員選任について
・保健所建設請負契約について/荻島保育所建設請負
契約について
・中核市移行の取組状況について
・平成25年度補正予算について
・公共下水道料金の徴収漏れについて
第12回-11/14 平成2５年９月議会について
市長等特別職と市職員の給与減額について
・竜巻災害への対応策（意見書決議を含む）について
・市民請願/意見書
（アスベスト被害の救済
等）提出について
・補正予算について
・市長選挙総括と新
市長への関わり方

YES,WE CAN. ＰａｒｔⅩⅩ

越谷の

約50,000票ダブルスコア―以上で市長選挙が終了しました。現状維持が支持の大半を占め、有権
者が今まで蓄積した判断基準が明らかになった選挙だととらえています。この圧勝は前市政の肯定で
はなく、「選びたくても選べない不満」や、市政への関心度の希薄さではないでしょうか。しかし、
そのわりに投票率の落ち込みが小さかったのは、一方、未来への責任感が蓄積されているからであ
り、市民は「あきらめたわけではない」のです。その事を受け止めて、今後の4年間を進めていく事
が大変重要で、私たちの活動の主軸になるのだと感じています。
今回は市長を選ぶ選挙という本来の意味以上に行政、議会、市民が今後どのように連携して行くの
かを決定していく事に重点を置いて選んだため、私には今までにない大変重い1票に感じられまし
た。もちろん、私自身の今後の活動を決める指針となり、市民の役割と責任を問い直されました。
たとえ市長が変わり、どの様な市長提案があったとしても、議会が、今まで通りに議決していくの
であれば何も変わらない。つまり市民の意識が変わらなければ、市民の意思を集約した議会に変化が
みられることは無いという事です。越谷市の現状は結果的に市民が選んだ未来であり、負担の先送り
や閉ざされた議会は市民が望んだ事なのだと痛感しています。
確かに今の議会は白紙委任された議員にとって大変居心地がよい空間なのかもしれません。しか
し、コミュニティーが分断され個人最優先の社会に本当に安心安全が託せるのかは疑問ですし、私に
は大変いびつな社会に見えて仕方がありません。結局はすべての責任は市民にあること
を踏まえ、私たちが未来の選択肢をせり上げていくしかないのではないでしょうか。
（合同会社代表 36才 岡田英夫）

編集後記
市長選挙を経て、これからの越谷市政
はどうなるのかという視点で広報紙を作
成しました。投稿して頂いた方々に記事
から、今回の市長選において何かの集
約が出来たというより、ここを起点にして
新しい市民社会を築いていくスタートが
切られたという感じを抱いています。まち
づくりを行うためには、市民が動かなけ
れば何も始まらない、と。再生可能エネ
ルギーのまちづくりを目指して、幼稚園
の屋上に市民の出資による太陽光発電
所作りが動き出し、市は小
中学校の屋根を貸す太陽
光発電事業者の公募を開
始しました。
（年金生活者 岡村宣夫）

グラウンドゴルフ
【しらこばとクラブ】
グラウンドゴルフ優勝者に聞く
今回は須藤千代子さん（しらこばとク
ラブ）。 前回紹介した小林八重子さ
ん（ハッピークラブ）と並んで越谷市
ＧＧ界では最も著名な女性である。市
や県での上位入賞、ロータリー大会で
の優勝、更にはがんばろう越谷大会で
も最多の３回優勝を数えている。学生
時代はソフトボール、３５年に及ぶゴ
ルフ暦を持つスーパースポーツレ
ディ。上達のコツは日常生活でどんな
人とも対等に接する大胆さを持つ事と
神経を研ぎ澄ます繊細な感覚で付き合
う事だとおっしゃっていた。
（自営業者 三輪辰宏）

http://shirakawa.laccess.net/
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市政報告会から越谷市民の役割を再考する

☆第1回議会報告会 –11/9☆

念願であった越谷で初めての市議会主催の議会報告会が行われました。委員会毎に9月議会について
説明をされましたが、何度「討論はありませんでした。」と聞かされたことでしょう。反対討論は
あっても賛成討論は皆無だったそうです。多様な市民の意見を反映して討論すべき議会の役割が全く
果たされていません。極端に言えば市長の提案に適当に手を挙げていれば多数が取れ、市民に対する
賛否の理由説明や行動をすることなく議員として4年間は報酬を得られるのですから当然の行動とも言
えるでしょう。
しかし私たち市民の血税が使われている以上、このような停滞した議会をこれ以上放置していて良い
はずがありません。市民として、何故あなたは賛成・反対されたのかくらいは質問することが必要で
す。このまま討論がないならば32名の存在理由はありませんから議員の定数を減らして、その分の血
税を公平で開かれた議会運営や更に優秀な議員の育成のために役立てるという選択肢を検討する必要
があるのではないでしょうか。
10年以上続く市長派与党という甘えた考えからくる、なんでも賛成する行動には終止符を打つこと
が必要です。高橋市長が再選された今、今まで通りに先送りが続くと予想され、議会が本来
の機能を果たすことが益々必要になります。数年後、子どもたちに胸を張って自分の選択を
誇れるように、選挙の時だけではなく、選挙後も継続して市長や議会の動きを追っていき次
の選挙に備え、次の世代に誇れる未来を創っていきましょう。
（非正規雇用 23歳 名倉瞳）
｢チーム白川｣の会員を募集しています。問い合わせ先：事務局 岡村090-3342-3064
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☆市長選について☆

☆Nov 市政watanabeFinal☆
10月の越谷市の市長選では、どの立候補者も、安全、医療、産業など、似通っ
た主張をかかげ、印象に残った差異は、高橋市長の中核市移行と、第三市庁舎建
設くらいであった。
選挙結果からは、公的債務の増加を選んだことになるが、選挙で示された選択
肢は十分だったろうか。投票率31.73%であり、本当に有権者の期待や興味を引
いたとは言い難いと思える。
技術者出身の私の観点では、どの選挙もイメージと甘言の競争で、選挙制度が不十分と思われて仕方がない。
例えば、市庁舎の建設については、建設専門家が考慮すれば、VE手法だけでいくつもの選択肢が生まれ、さらに
既存建物の耐震補強、市民の利便性などで、選択肢が数十、中には、建設費なしのビル賃借もあるかも知れない。
最近、「熟議民主主義」という言葉を聞くようになったが、異なった視点を持つ人々が議論し学び合
い、解決策を導く手法である。
かつて経済一流（そして、政治三流）と言われた日本であるが、選挙制度をさらに改善して、知識や
行動面で世界のトップクラスにある市民による「熟議」を制度化すれば、ツケを将来に回さない行政
ができるように思う。
（越谷市千間台西３丁目１番街 渡辺穣二）

☆市長選で見えてきた「市民の責任と役割」☆
越谷市長選は現職の圧倒的得票で２０１７年までのリーダー選びを終
えた。
今回も７０％の有権者が投票所に足を運ばなかった。首長選挙におけ
る自民党の惨敗は、越谷に始まったことではないが、政権党地方組織
の脆弱さは、政権交代させた有権者の支持が民主党への懲罰的意識で
なされたこと、政策面で自民党を支持したのではないことを連想させ
る。元県議の自民党候補は当選した県議選で与えられた得票（２３，
９９８票）にも届かないものであった。
投票した人も投票しなかった人も、何らかの理由で「選びたくても
選べない」、争点設定なき選挙だったことへの行動だったのか。この
状況を作り出した３名の候補者と各々の選挙関係者がこの点について
総括できるかどうかが問われる。
市民にとつて、最も生活に密着した選挙、市長選においてこの低投票
率は、市政は停滞していることを裏づけている。現職４年間は多くの
災害を体験した１期目だったとも言える。東日本大震災・福島原発事
故に始まり、竜巻・台風被害までライフラインが寸断され多くの犠牲
を強いられた４年間であった。
「越谷がどうなっており、どうなりうるか」の現状を語れた唯一の現職が、今回の市長選で越谷の現状を市民に披
瀝したのかといえば、「あれも、これも」やりました、一辺倒になっていたことは誠に残念なことだ。
人口減少－生産労働人口減－税収減という負のスパイラルへの対応は、市民への負担と責任への共通認識なくし
て市政運営はできない。そのために一段の財政規律を求める必要があったのではないか。今回の市長
選は、これからやって来る財政難ゆえのサービス低下や災害対策低下への覚悟を問う重要な選択だっ
たのである。投票しなかった７０％の人も含めて、市政の「選択と集中」の道を否応なく歩まなけれ
ばならない。将来世代にこれ以上のツケを回してしまうことはもう許されないところまで来ているこ
とだけは確かである。
（大竹在住 西川孝一）

☆市長選挙にかかわった活動の反省☆
今回の市長選は「誰を」選ぶかというよりも、選ぶ「理由」と選択
の「基準」が問われた選挙戦だった。私は電話掛けを担当し、前半は
今後も国からの借金で市の運営を継続するか否か、第３庁舎建設に見
られるように市民への説明無しで議決されていいのか否かを討議し
た。後半は現職市長の４年間の評価を軸に市長は変わった方が良いと
するメッセージを発信した。後半の電話掛けは沈黙が多く、中々突破
できなかった。「現職を変える」という実生活に直面する事柄を一遍
の会話や話術で超えた気になってはならないと痛感し
た電話掛けだった。今後は選挙に限定されない活動の
中で「これだけは譲れない」とか「この問題は組み込
んでもらいたい」という意識を持って日常会話を行っ
ていきたい。
（自営業者 三輪辰宏）
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私は、以前は市政に全く関心がありませんでしたが、３．１１をきっかけ
に社会の動きに興味が出てきたので、選挙がある際には少しだけでも候補者
の方の情報を得たい、という思いはありました。しかし、日々の生活に追わ
れる中で、充分な選挙の情報が得られていたかというと、普通に暮らしてい
るだけではほとんど選挙ムードを感じなかったな、と思います。実際に若者
や働き盛り世代は選挙があることも知らない人が多かったのではないでしょ
うか。法律などで、いろいろ選挙運動に規制があるのかもしれませんが、そ
もそも選挙があること自体のアピールは、もっとあってもよいと思います。
私も恥ずかしながら新聞はとっていませんがフェイスブックやツイッタ―は
毎日何度も見ています。こういったＳＮＳを市が積極的に使いこなして普段
から市の情報や市政の仕組みをアップしてくださり、またそれを見た市民に何か特典があるような
システムがあったらいいですね。
（越ヶ谷在住 山田裕子）

☆越谷市長選挙の感想☆
今回の越谷市長選挙は私自身、誰に一票を投じようか投票日前日まで大変悩みました。理由として各候補者の
リーフレットを見てもその人自身が感じられず背景にいる人達や組織を感じました。市民か組織か誰の為の市政な
のかと云った事も考えました。組織の利益を考えるなら応援する候補者は決まっていますが個人の利益を考えた時
には決める事が出来ませんでした。しかし私は福祉を必要とする家族が居る事から今回は福祉の点から考え、見返
りを求める「おもてなし」なのか、建物を造るだけの「ハコモノ」なのか、福祉を必要とする人に配慮し向き合う
「お気遣い」なのかと云った事から最終的には決めましたが、最後まで各候補者の方々の福祉に対
する関わりから向き合い、何を見出したのかと云う点は感じま
せんでした。組織の利益が個人の利益に繋がって行くのではな
く、個人の利益を私自身でこれからも考え越谷市政に関心を
持って行きたいと感じた越谷市長選挙でした。
（平方在住 小口高寛）

☆市長選に投じた一票を考える☆
結果を云えば、現職に投票した。市長に対し、実に無礼な言いぐさだが「捨て
値で買った」訳である。任期満了という以外、大した必然性も、期すべき争点も
ない不毛の選挙であったことは、投票権そのものを「捨てた」７割近い有権者の
存在が証明した。
争点はあるのだが、それを正面から議論できるほど民度は高くなく、環境は厳し
くなく、明日を今すぐ心配する必要もない。そこで立候補者は、在職時の「業
績」を宣伝するか、「新たに」あれをやります式「旦那政治」の復活を（呑気
に）云い立てるか、たかだか役所建物改築の「手続き」面の一点を論点かのよう
に云いたてることで名乗りを上げた訳で、選択が難しい選挙であった。
もちろん、選挙期間中の駅立ちと街宣だけで相当な集票が可能だったと思うが、
結果、投票率を若干押し上げただけで現職と得票拮抗、惜敗などと云うことに成
りかねず、首尾よく当選となっても、S氏が今戦っている体制の上にまず乗るというだけで、今度は行政執行の蹉
跌を心配しなければならない。だから今の環境では市長選には出て欲しくなかった。出るなら現在
の政策スタンスに、執行者としての判り易い化粧をして、次の機会に出て欲しいと思っている。
と云う訳で私は現職に投票した。現職なればそのスタンスも力量も親S氏サイドは読んでいるだ
ろうし、そのフォロワーは越谷の旧弊の一部（あと７割は未詳票）でしかないから、遠慮抜きで攻
められるだろう、との発想である。
（千間台西在住 佐治隆彦）

☆市長選挙を終えて☆
３名の立候補者による市長選挙が10月27日に投開票された。33万、越谷市民にとって、少なくとも今後４年間
の地域や市政の方向を決定づけ、何よりも子供たちの未来を指し示す大切な選挙なのに、低投票率に示された無関
心さは、誠に残念なことです。３名の候補者が市民に訴えたポイントは以下のことでした。
・高橋候補：人と地域が支える安全・安心・快適都市の創造、県内東
部のかなめ中核都市・越谷の実現、市民サービスを拡充し、地方分
権・住民自治を推進する。
・松沢候補：越谷を取り戻す。災害に強い活気あふれる安心・安全な
医療・福祉の充実したまちにする。
・中村候補：第３庁舎（仮称）の建設に反対、市民目線でない市政に
反対、市長給与ボーナスを３０％カットする。
これに対する市民の答は、現職の高橋努氏を支持する
というものでした。今後４年間の市政運営を見守りたい
と思います。
（下間久里在住 伊藤幹夫）
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