Д請願署名運動への取り組みД
越谷市議会平成２５年度１２月定例会におけるツイッター上での表現の問題に
下された、「辻浩司議員に反省を求める決議」に対して、表現の自由が制約され、
議会の多数決によって議員を処罰することに疑問を感じ、「越谷ツイッター事件
を考える会」を立ち上げ、この反省決議の撤回を求めるべく、請願署名を平成２６
年度３月定例会へ提出致しました。請願有効署名数は３，７２９名、捺印の無い方もいて有効数には
なりませんでしたが、３，８００名にも及ぶ皆様の想いが全国から届き、その想いを越谷市議会へ届
ける事が出来ました。所轄の総務常任委員会では採択されたものの本議会で
は不採択という結果でしたが、今回の請願提出で感じた事は、議会は私達の
一票で選出された議員で構成され、議会の議決は私達の代弁者の判断であ
り、だからこそ議会の出した判断に対して、追認するのではなく、声を挙げ
る必要性を感じました。代弁者たる議員諸氏は、３，８００名もの市民が参
加した請願に対して心を開いて市民の思いを受け止めただろうか。結果は不
採択となりましたが、今回の私達市民の声は越谷市議会の歴史に残った事と
思います。
（平方在住 小口高寛）

☀エネルギーも私たちの手で☀
越谷市で昨年 12 月に「おひさま発電・こしがやプロジェクト」が発足
し、エネルギーを地域で生み出していくための市民共同発電の取組が始
まりました。コンセントの先を想像することなく日々の生活を送ってき
た私たちにとって、エネルギーは生活の根幹とも言える分野ですが、お
金さえ払えば手軽にいくらでも使える事への甘えが思考を停止させてい
たのかもしれません。3.11 から 3 年がたち今も残ったエネルギー問題は、
まずは自分達で選択し解決していくほかないことが体感できるようになりました。
越谷市は快晴日数が多く日照時間も申し分ないので太陽光発電に適した地域であり、 おひさまパネル普
及啓発を進めています。これは地域循環型の構造を作り、これまで市外に支払っていたお金を地域内で循環
させる、すなわちエネルギーの地産地消への取り組みでもあります。
現在、大袋幼稚園の屋根に 4.4ＫＷのパネルを助成金と寄付 110 万円
で設置し、子どもたちの環境教育と一緒に発電所が稼働しています。
イベント出店での普及啓発活動でも子どもたちの笑顔がたくさん生
まれ、自らコンセントの先を楽しく作り出しています。皆様も夏の電
力ピークは我慢だけではしんどいはずです。だから自分達で笑顔の生
まれるエネルギーを作っちゃいましょう。
（おひさま発電・こしがやプロジェクト）
（共同代表・事務局長 岡田英夫）

△編集後記△
今回の広報紙発行は、
「チーム白川」今年、上半期活動の集大成であり、5／27 に行われた「第１０回白川ひでつぐ１
４時間マラソン演説会」を含む日常活動を合わせたものとして作成に臨みました。
「越谷がどうなっており、どうなり
うるか」をテーマに多くの方々に支えられ、活動に参加していただき、また寄稿をいただきました。今後とも越谷市民
の当事者意識醸成と次世代市民へのバトンタッチという視点で、少しでもお役にたてればと考え、活動し情報発信に取
り組んでまいります。 （年金生活者 岡村宣夫）
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「越谷市がどうなっており、どうなりうるか」を考える
越谷市の人口は 33 万人、約 9 万人が 65 歳以上の市民です。すなわち 4 人に 1 人以上が高齢
者であり、税金を納める人ではなく、税金（年金）をもらう側の人たちです。
人口減少は既に始まっていて、2040 年に 30 万人を割り込み、65 歳以上の人は 10 万人を超え
るのです。人口減少と高齢化は直接越谷市の税収減となって、さらに財政状況を悪化させてい
くことになるでしょう。このような「不都合な真実」を共有できなければ、越谷の将来を考え、
語ることはできません。日本全体の人口も 1 億人を割り込むことが確実になり、1,000 兆円の
借金という現実も全国民が共有することになっています。この右肩下がりの時代を迎えて今年
度の予算は 4 年連続の上昇を続け、1,618 億円となり、市債（借金）合計は上昇しています。
毎年の借入額を 50 億円以下に抑制しているとしていますが、明らかに将来世代にツケを回し
ている結果となっています。したがって財政規律が機能しているとは言えません。それでも、
越谷の橋梁耐震化や公共施設の建て替えは、至近の課題になりつつあります。地震で向こう岸
に渡れないとなれば、安心・安全など確保できるはずもありません。島村ハコモノ市政を争点
に交代した革新市政は、十数年で奇しくもまた自らがそのテツを踏もうとする時代を迎えざる
を得ない皮肉な現実を展開させられようとしています。直近の利便性を求めるか、今何かを我
慢して将来への投資を優先するかの選択は、市民一人ひとりの選択でもあります。すなわち、
現在生きる大人たちの当事者意識が問われているとも言えるのです。越谷の地に生活拠点を移
した半世紀は、バブル期を含めて物の豊かさを優先
して求める時代であったと思います。これからの半
世紀を生きる子どもたちに残していけるものは、の
問いにはたして応えられる今日であるでしょうか。
あなたは会社で仕事しかできない人でしたか？あな
たは人を大切にし、家庭を大事にし、社会に生きよ
うとする人ですか？あなたは社会に通用する活動が
できる人ですか？の問いに応える時間の余裕は待っ
たなしなのである。
（大竹在住 西川孝一）

｢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

☆地域タウンミーティング☆
本年 6 月に私が所属していた新政クラブ(3 人)と保守無所属の会(3 人)が合併し、保守新政の会
（代表 樫村紀元議員）を立ち上げました。この合併の切っかけは、本年 5 月中旬、当時の新政
クラブの代表の藤森議員、幹事長の武藤議員、松島議員から、突然の退会申し出からでした。退
会の理由は、第１に昨年 9 月議会での平成 25 年度の決算認定を巡って、上記 3 人との賛成と反対
に意見の食い違いが発生したことです。第２は、第 3 庁舎絡みの平成 27 年 4 月をメドとする「越
谷市の中核市移行の申し出」議案（本年 3 月議会）に対して、同様の賛否
が再発しました。新政クラブ設立当初から、基本的な運営と賛否の立場に
関しては、会派として出来る限り統一的な対応を図るが、最後は議員個人
の責任で最終判断をする。予算や条例など賛否が分かれる場合も含めて、
相互に批判はしないが、市民には十分な説明の責任を持つと、して来まし
た。その点では、決算認定でも中核市移行に関しても、その基本姿勢は変
わらず、来年には統一地方選が控えており、会派を割る時期ではないとの
私の懇願にも退会の意向は変えられないと固辞されました。従って新政ク
ラブは 3 人で継続し、後に藤森議員、武藤議員、松島議員は 3 人で刷新ク
ラブを結成されました。
新政クラブは、この様な異例の事態を受けて、保守無所
属の会(3 人)と協議を重ね、双方とも個々には問題を抱え
ているが、合同合併によって少ない力を結集することで、事態を切り開いていこ
うとなりました。ただ、自民党籍を持つ保守無所属の会と保守系無所属の新政ク
ラブの位置の違いや、これまでの会派運営や議員相互の関係など、課題も存在していますが共有
点を重視することで合併に踏み切り発足しました。合併直後の会派内部の関係性や、議会全体へ
の影響は、いい意味でも悪い意味でも早速 6 月議会から出て来ています。今後の会派の活動を市
民の皆さんが見て頂き、判断をして頂くことしか、今回の事態への対応の適否はないとも思って
います。 （越谷市議会議員 白川秀嗣）

〇桜井地区市政報告会〇
3 月議会は 4 年連続で前年度予算を更新し、
史上最高額の予算 1618 億円を可決し、市民が
受ける利益、
「敬老祝い金の一部廃止」を議決した。３月・予算議会の前後で開催された桜井地区
市政報告会では、前記の政策について参加議員の見解が求められ、会場全体で「受益と負担」を
巡って激しい論議となった。市民に対する負担や協力を求める予算執行を実行したことは、財政
規律面の大きな変化であり、当市の財政状況から、さらに市民への負担が発生することは必至で
ある。したがって事前の合意形成が不可欠であり、少なからずマイナスの理解を求めておく作業
が必要だったのではないだろうか。この姿勢は第三庁舎建設に際して「職員が使用する建物なの
で市民に説明する必要はない」とした市長答弁に共通するものである。財政構造全体の中で、受
益対象者だけでなく対象者でない若い人も交えて今後の方向を論議するチャンスではなかった
か。そこには深く・広く越谷の英知を結集するシステムを構築して市民主導の知恵や工夫が必要
ではないのか、今回祝い金廃止の対象となった 3 千人・約６千万円は何に使われたのか等、税金
の使い方にプラス・マイナス両面の納得感が得られるような共有する空間で
議員と市民の活発な熟議の必要性を確認できた報告会であった。
（自営業者 三輪辰宏）

白川秀嗣・タウンミーティング（市政報告会）は広報広聴
機能の充実、公共空間の創出、当事者意識の共有を目的とし
て、多様な地域で開催を行ってきましたが、参加者拡大・広報機能の拡大を図るという思いから
共同開催へ舵をきり、今年 1 月より他市議とのコラボレーション開催の試行に変わりました。走
り出しは上々で、参加人数の拡大や意見の多様化が進んでいます。これは、11 年間の蓄積が無け
ればなし得なかったことで、継続の重要性を実感しています。
第 123 回は小林豊代子議員と、第 124 回は菊地貴光議員と、第 125 回は辻浩司議員との開催と 5
月までに 3 回実行されました。各回共に意見が活発で新しい発見もありました。特に、支持する
議員や意見が違う市民同士が意見交換を行う事で、何が問題で何処がポイントなのか、の共有と
相違点が少しずつ可視化される事に驚き
を感じています。さらに参加者の拡大で
可視化が進み、市民の意思が市政に反映
される方向を導き出していくことになる
はずです。 （会社経営 岡田英夫）

□グラウンドゴルフ□
優勝者に聞く
千葉満喜雄氏（さつきクラブ）
第１１回、２６回大会の２回優勝。大会参加も３４回中２５回出場と
『がんばろう越谷』大会とは長いお付き合いをしていただいている。御
歳８０歳。若いときから野球少年で、還暦野球でも鳴らしていたが体の
調子を崩してからグラウンド・ゴルフをやり始めた。ダイヤモンド賞を
２回も出す等、古武士的風貌そのままで勝負強い。モットーはスポーツ
を通じて地域に慣れ親しみ、仲間と共に過ごしていくことである。
（自営業者 三輪辰宏）

◇政経セミナー第 2 期・第 16 回特別講座―4/26◇
＜パネラー＞
川田虎男氏・聖学院大学講師
伊藤節子氏・アピアランスセンター代表
テーマ「超高齢社会を地域でどう受け止める？」
砂原邦彦氏・越谷市高齢介護課副主幹
世界で最も高齢化が進む日本、その中でも越谷市は県内でも最速に高齢化が進んでいる。我が
国は人口減少社会に突入しているため生産労働人口減による税収の減少と同時に社会保障費の増
大が問題になっているが、長寿命化が達成出来ていることは、本来社会としては好ましいことで
もある。一方急増する高齢者対応が課題であるが、高齢者にとってサービスを受ける側に立つよ
り、サービスを提供する側に立つ方がより充実感を持って生きることに繋がることが、病気や事
故、加齢などによる外見上の悩みに応えるセラピーメイクの実演を通して参加者に共有され、高
齢者の生き方の一方向としての示唆を受けた。高齢化が一層進行する社会全体の課題として現在
取り組まれている地域包括ケアシステムを機能させること、社会福祉協議会がその本来の役割で
ある「困っていることがあれば対応することができること」を発揮する必要があることが明らか
にされた。今、地域で高齢化を前向きに捉える知恵が求められている。 （年金生活者 岡村宣夫）
（年金生活者 岡村宣夫）

☆１４時間マラソン演説会に参加して☆
今回で２回目の参加です。仕事の関係で夕方からのビラま
きを行いました。昨年より受け取る人が多かったように感じ
ています。何となく受け取りそうな人は分かるようになって
きたり、「朝受け取りました」と声をかけていただく人も何
人かいたので私自身も自然と「ご苦労様です」と声をかける
ことができました。また普段立ちっぱなしの仕事なので２時
間立っていても疲れは余り感じませんでした。
敬老祝い金廃止については、私の勤めてい
る東京の会社では区からの要請で地域の方
々に羊羹の詰め合わせを敬老の祝いとして
送っています。何も現金ではなく、小さな地
域の中でお祝いをするとか、
「これおいしい
ね」と今度は買いに来てくれるとか そんな
感じで触れ合っていければよいのじゃない
かと思います。
（下間久里在住 白石）

はじめて、参加してみました。正直、
最近の市会議員さんも「たいへんだな
ぁ」と思いました。昔でしたら 各「
後援会」の方々にお知らせすれば「お
しまい」でしたが、今は、「市民」のみ
なさんに「お知らせ」する事が必要な
「時代」となりつつあります。「マラソ
ン演説」は、その「先駆け」だったと
思いました。理論も当然必要ですが、
やはり「市民」の前に立ち正々堂々と
「説明義務」を果たす事が何より、「必
要」なのだと強く感じました。「なせば
成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは
人の為さぬなりけり」とは母の里、米沢藩主の上杉鷹山の言葉です。
今回、参加された方々も「越谷」を「為せば成る、為さねば成らぬ」
と思う方々も多かったのではないかなぁと思いました。これからも、
いままでにない「越谷」ならではの、いろいろな「取り組み」を期待
しています。参加されたみなさん並びに演説を聞いて頂いたみなさん
ありがとうございました。
（越ヶ谷在住 T・N）

『トライ&チャレンジ』
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□１４時間マラソン演説会に参加して□
第 10 回を迎えた「白川ひでつぐ 14 時間マラソン演説会を無事完走
することが出来ました。参加頂いた方、支援を頂いた方に厚くお礼申し上げます。第 8
回から「越谷がどうなっており、どうなりうるか」に取り組んで 3 年目の今回は、行政や
議会の役割を問う以上に市民の役割を問うことが多かったように思います。市民参加とい
うことが具体的に見えるようになって来たのだと思います。一方で、演説会の参加者数が
去年に比べると若干少なくなっています。これは去年多数の人の参加で盛り上がったこと
で、スタッフに気持ちの緩みがあったと見ており、注意すべき点です。統一ローカルマニ
フェストを掲げて 3 年前の市議選を戦って以来、議員間の協力・連携が深まっている中で、
市民間の協力関係を作っていくことに引き続き取り組みたいと思います。
（「チーム白川」チームリーダー 伊藤幹夫）

☆１４時間マラソン演説会に参加して☆
マラソン演説会には毎回お誘いを頂いていましたが、
今回初めて参加出来ました。今回参加して、中核市・敬
老祝い金の条例改訂・第３庁舎建設等の諸問題や、３月
定例議会の報告や、日常の議員活動・市民への思いを街
頭でお話しする機会を頂き感謝です。また、「チーム白川
」の市民力や団結力を見させて頂き、感動しました。
初参加でしたが、午前、午後、夕方の３回参加して、
１４時間マラソン演説会の１０年の重みを垣間見ること
が出来ました。これからも、積極的に参加してまいりま
すので、懲りずにお声を掛けてください。参加した皆さ
ま、お疲れ様でした。有り難うございました。
（越谷市議会議員 江原千恵子）

１４時間マラソン演説会、議員だけでなく、多くの市民
の皆さんも参加しての取り組みは、行政や議会に頼るばか
りでなく、自ら考え、行動するこれからの街づくりへの一
つにきっかけとなることと思います。参加者それぞれの立
場から様々な思いを訴えたと思いますが、様々な声、形で
の市民の皆さんへの訴え、アプローチが、参加者だけでな
く、多くの市民の皆さんの一歩前に進むきっかけとなる事
を期待しています。
（埼玉県議会議員 藤沢慎也）

▽１４時間マラソン演説会に参加して▽
１４時間マラソン演説会に参加し、マイクを持ちました。
言わなければならない、言いたい、その一念で機会をいた
だいたにしてはお粗末な結果だったようです。論点は一つ、
「ねえ、現状を直視しましょうよ。今、参加しないと後が
ありませんよ」です。準備はまずまずだったし、重要観点
への展開だって可能のつもりのスピーカーでしたが、なか
なか。通り過ぎる人の足を止めることもできず、菓子屋の
売り子さんに眉をしかめさせただけ。予定の聴衆を「市長
選に投票しなかった７割の市民の皆さん」としたことは、
夜の８時に越谷の空からアナウンスでもしないと伝えられ
ませんね。まぁ、１回の駅立ちで議員並みの説得力を出そ
うと言うのが無理な話で、地道な広報活動がいかに難しい
かを体験する機会になりました。
（千間台西在住 佐治）

白川市議と共に活動する「チーム白川」主催の 14 時間
マラソン演説会に応援弁士として参加。6～20 時の 14 時間
に様々な議員や市民が越谷市政や自分の活動や生活につい
て駅頭で話をする。今年で 10 回目とのこと。市民の街頭演
説は民主主義の原風景。
（越谷市議会議員 辻 浩司）

１４時間は長いですね。白川議員、そして参加者の皆さん「お疲れ様でした。
」会場がタ
クシー乗降口前のため、何度も注意を受けた記憶があります。根気・ねばりがタクシー乗
務員に伝わったのでしょうか、今回は注意がありませんでした。むしろ、さりげなく耳を
傾けていたような気さえ感じました。近隣の皆様のご理解に
今回のテーマは『「越谷がどうなっており、どうなりうるか」 も感謝ですね。私は 20 分ずつの演説を数回行いました。越谷
を発信し、将来に投資する社会をもう一歩前に！』というこ の現実を街頭で訴え、一人でも多くの声を聞く姿勢と伝える
とでした。この観点から主に、市民が主権者として主体的に 努力が必要かなと、参加の皆様に支えられての街頭活動でし
市政運営に関われる「自治基本条例」というものがあり、そ た。終わってから知人に、街頭のタイムスケジュールが分か
こには「参加」「協働」「情報共有」の原則があるということ ったら聞きに行きたい。中核市移行に向かう越谷市の嬉しさ
とこの自治基本条例をより身近に感じられるように市の予算 と、幾らかの不安が入り混じった今年度のスタートをしまし
ということも絡めて発信をしました。市民が主体的に物事に た。もし、私個人の考えですが、全議員が一斉に各駅前で一
取り組むには、議会・議員がより積極的に情報発信すること 定期間街頭での市政報告をしたとしたら、議会の前向きな姿
が重要であると改めて感じた次第です。
勢と評価してもらえるのではないでしょうか。最後に皆様、
（越谷市議会議員 菊地貴光）
重ねてお疲れ様でした。
（越谷市議会議員 小林豊代子）

