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〔研究ノート〕

大都市における自民党所属の地方議員の

活動実態についての予備的考察

―杉並区議・富本卓氏の平成 27年度および

28年度の講義録を中心に

田　丸　　　大
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はじめに

　本稿では、杉並区議・富本卓氏による平成 27年度および 28年度の実務

者講座の講義録を取り上げ、大都市における自民党所属の地方議員の活動

実態に迫ってみたい。

　富本氏の講義録（平成 25年度および 26年度）はすでに駒澤法学に掲載

しているが、今回新たに平成 27年度および 28年度の講義録を取り上げる

趣旨は、次のとおりである。

　講義を依頼するにあたって、富本氏に対しては、「ご自身が大学生に伝

えたいとお考えになる事柄をご自由にお話しください。可能であれば、地

方の政治について学生が明るい展望を持つことができるようなお話も織り

交ぜて頂けると幸いです」とだけお伝えし、お話しされる内容については

お任せしている。そのため、その時々で、世の中で起こっている事柄に関

連して、富本氏が区議として携わっている活動のうち、ご自身がピックアッ

プされたものが取り上げられることになる。

　このような形で取り上げられる事柄や富本氏の活動そのものも興味深い

ものであるが、さらにはそれらについてのご自身のお考えも毎年微妙に変

化することが、筆者には新鮮に感じられている。

　そこで今回は、まず平成 27年度および 28年度の講義で富本氏によっ

て取り上げられる事柄やご自身の活動がどのようなものであったかを確認

し、次に過年度とはそのような事柄や活動がどのように変化しているのか、

さらに事柄や活動自体は同じであっても、それらに対するご自身の考えや

とらえ方が変化している場合もあり得るので、そのような意識や考え方の

変化についても確認をし、若干の分析を施すことにした。

　ではさっそく、講義録をみることにしよう。
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平成 27年度講義録（平成 27年 10月）

富本：

　地方議員の政務活動費の不正費用について 近のニュースでしばしばと

りあげられていることもあって、地方議員にはあまりろくでもないイメー

ジが結構ついてしまっています。

　われわれとしても情けない限りではあるのですが、どの世の中でも大

体 8割、9割の人はまじめにやって、1割、2割の人が変なことをやって、

変なことをやった人が取り上げられてニュースになるのが世の常と申しま

しょうか。例えば警察官の誰かが不祥事をおこしたら警察官がみんな悪い

ことをしているように思われるけれども、決してそうではないというよう

なことがあります。

　皆さん、ニュースに取り上げられるような不祥事を起こす議員は、全体

から見ればごく少数だと思っていただいてもいいのではないでしょうか。

別に自分がまじめだという気はありませんけれども、それぞれの地方議員

さん、私も杉並区議会の中を見ていますが、それぞれの立場で一生懸命やっ

ていると思います。

地方議員の議会での仕事―区長提案の予算や人事の審議

　そんな中で議員の仕事の中心的な部分は何かということになると、やは

り議会の会議に出て、区のことをいろいろ決めるということが大きいです。

その中でも一番大きいのは予算です。予算の提案が区側からなされたら、

それに対して質疑・審議をして、 終的にその予算を通す、通さないとい

うことを決めます。例えば 3月には、どこの議会でも予算特別委員会を開

催して予算の審議をしますけれども、それが通れば 1年の予算の大枠が決

まって、それに基づいて区は仕事をしていくわけです。

　もし仮に、議会が予算を否決したらどうなるかというと、1年間でいろ

いろなことをしようとする予算は使えません。ですから暫定予算というも
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のをいちいち組むことになります。これはどういうことかというと、例え

ば 1カ月ごとに区の職員の給料などは払わないといけませんし、保育園を

運営したら保育園を維持管理するお金がかかるとか、そういう必要 低限

の固定経費の分だけを認めて、そのかわりに新しく何か建てるとか新規事

業をするといったことは認められないことになっています。このように考

えると、議会の権能というのはそれなりにあります。

　あとは大きなことでは人事です。区長さんは選挙で選びますが、区の副

区長さんや教育委員会の人事などは区長が提案をしたら、議会がそれに対

してイエスかノーかという判断をします。そしてその人事がもし議会で否

決されたら、そういう人がいない状態で区政を運営しなくてはならなくな

ります。

行政のチェック―決算の審議（決算には政策の評価に加え、立案の機能も）

　それから議会の大きな仕事として、やはり行政がきちんと仕事をしてい

るかチェックをするということがあります。もちろん不正がないかなどと

いうこともありますし、有効に効率的にお金を使っているかチェックをす

る仕事もあります。

　私どもの議会では、ちょうどこの前 1カ月間、決算特別委員会がありま

したが、この時期に（夏から秋にかけて）前年度の決算が出て、昨年度の

お金の使い方が良かったのか、悪かったのかについて審査をしました。決

算の審議というのは過去の事柄を扱うように思えますが、実はこれからの

予算につながる大事な仕事です。来年の予算をまた組みますから、次年度

の予算の参考にします。例えばある事業をやりましたが、あまり効果が上

がりませんでした、ではやめましょうなどです。あるいは、ある事業は

100万円の予算を見積もっていたけれども、区民にも非常に人気があるし

良い施策だったので、これはもっと増額してお金を増やした方がいいので

はないかとか、そういうことをいろいろ議論します。

　このように決算委員会は、決算の審査をした後にそういう来年度の予算
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につながってくる提案といいますか、政策立案の機能もあります。このよ

うな政策立案にもつながるチェックのほかにも、日々の区政の行ない方、

仕事の内容についてチェックをするというようなこともあります。

意見書や決議の提案

　また逆に、私たち議員から提案、または立案をすることもあります。も

ちろん区の職員さんも毎日いろいろ一生懸命に仕事をやっていますけれど

も、やはり気づかないことであったり、もっと工夫をすればいいことがあ

るのではないということもありますし、区の職員さんでは扱いづらい条例

づくりに取り組んだりもします。

　あとは区の内部のことだけではなくて、議会の中では、国やいろいろな

関係団体に意見書や決議というものをあげたりします。これはどういうこ

とかというと、うちの区はやりませんでしたけれども、安保法制について

もっと慎重に審議をした方がいいのではないかというような提案が出され

て、それに賛同者が多ければ杉並区議会としてもそのように思いますとい

う決議を出します。

　それから同性愛をはじめとした LGBT の問題もしばしば話題にあがり

ますけれども、ああいう問題で国でも認めてほしいということになれば、

杉並区議会の意思、意見の意に思うと書く意思、それを意見書として出す

こともあります。

意見書の例―東京と地方の税財源の配分の問題について

　このような意見書や決議の例として、杉並区議会でも出した 近の例を

もう少し紹介したいと思います。1つは税の問題、お金の問題です。これ

は皆さんも見ていて分かるように、東京にはいろいろな企業もあるしいろ

いろな多くの人が住んでいるので、税金がそれなりに集まりやすいです。

一方、やはり地方はお金も人も、若い人も少ないし、企業もあまりないと

いうことで、なかなか税が入りません。東京が非常に裕福です。



一
三
二

7大都市における自民党所属の地方議員の活動実態についての予備的考察（田丸）

　ただ東京に来ている若い人たちも、もともとは地方出身の人が多いわけ

で、地方の学校で勉強をしたり人も育ってきたのが、たまたま東京に出て

いるだけです。東京だけが日本で幸せになっても仕様がないので、東京の

お金をなるべく地方へ渡しましょうということが国でも議論をされていま

す。

　ただ、国には国の考え方がありますしいろいろな立場があるでしょうけ

れども、私たち東京の議員からしてみれば、東京で生産されたお金や税金

は当然東京で使われるべきだというような思いも強くありますから、東京

の税収を地方にさらに移転することについてはもう少し慎重にしていただ

きたいという意見書を上げました。

意見書の例―ヘイトスピーチや従軍慰安婦の問題について

　もう 1つは、皆さんも言葉として聞いたことがあるかと思いますが、ヘ

イトスピーチというものがあります。たとえば、在日朝鮮人とか在日韓国

人の人に対する非常に厳しい差別的なデモ活動です。どちらかというと政

治思想的には少し右寄りの方が、大久保界隈でのぼりを立ててデモ行進を

して大きなスピーカーを使って、例えばある国出身の人々は日本から出て

いけといったようなことを叫ぶ運動です。これに対して何とか法律で規制

をしてくれないかというようなことが、韓国系や中国系の方の団体からの

要望としてあるわけです。

　もう一方翻って日本そのものについて見ても、国外で従軍慰安婦の像の

お話があります。従軍慰安婦がいて非常に悲しい目に、日本軍が悪いこと

をしたという銅像がアメリカなどであちらこちらに建立されています。こ

れはアメリカに住んでいる韓国の方が議会などにもいて、非常に力をもっ

ていてそういうふうな活動をしています。これに対して、日本人としては、

このような動きは少し行き過ぎなのではないかという意見を述べられる方

もいます。

　ここで面白いと言っては語弊がありますが、さまざまな主張をまとめる
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作業の難しさがあります。朝鮮人や韓国人が日本の国内でそういう差別を

受けているのを何とかしてくださいというのは、どちらかというと政治的

には左側の人、左翼的な勢力の方がそれを何とかしてあげるべきだという

ふうに言っているわけです。

　一方、従軍慰安婦の問題について、日本としてもしっかり毅然とした態

度をとって、おかしいことはおかしいといってきちんとしましょうという

のは、政治的にいえば右寄りの方がその主張をしているわけです。

　ですが、意見書としては 1枚にまとめなければなりません。ヘイトスピー

チが何かとか、従軍慰安婦が何かなどと書きだすと、例えば従軍慰安婦の

問題についても従軍慰安婦はいなかったという説の人もいれば、いて悪い

ことをしたんだという説の人もいるからまとまりません。結局内容として

は、全ての人がそういう差別的扱いを受けないようにという意見書になっ

て、そういう形で国に対する意見、要望を述べるものになったりします。

　あと決議というものも出したりします。一番分かりやすいのは、例えば

A さんという議員が悪いことをしたら、皆さんもそういう言葉を聞いたこ

とがあると思いますが、杉並区議会として辞職勧告決議案を出したりする

ケースもあります。

　また、例えば東京オリンピックを是非とも招致するように日本政府は頑

張ってくださいですとか、私たち杉並区議会も東京オリンピックを応援し

ますといった決議を出したりします。我々、杉並区議会の議員というのは

杉並区民の代表ですから、その区の意思を決定する・表明するという仕事

をしています。

　

議会の開催日（年間 100日）以外は何をしているのか？

　とはいうものの、議会というものは毎日開催されているかというと、皆

さん、年間 365日のうち何日ぐらいだと思いますか？　いわゆる議会の議

場での仕事というのは、これは正直に言いまして 100日くらいです。本会

議それから委員会、部会などいろいろありますが、いわゆる公式的な委員
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会というのは 100日ぐらいです。ですからそれだけを見ると、地方議員と

いうのは年間の 3分の 1しか仕事をしなくて、結構なお給料をもらえたり

政務活動費も使えて羨ましいですね、などと言われることもあります。

議案や区長の提案に関する調査

　もし選挙だけ通って本当に委員会だけ、100日の公務だけ出れば、それ

は確かに楽ちんです。それ以上のことをしなくても、別に罪というか悪い

わけではありません。ですが、なかなか実際はそうはいきません。やはり

先に述べたようなさまざまな議論をするためには、いろいろ調べ物もしな

くてはいけません。

　例えば実際に、あるところに区として保育園を建てようということに

なったら、やはりその周辺の住環境はどうなっているかなど調査に行った

りします。周りを見たりします。それは当然 100日の中には入っていませ

ん。いろいろ関係している当事者の声を聞くなどして調査をします。この

ように議案や区から提案された内容について、実際に調査をするという仕

事も当然やらなければいけません。

　

住民からの要望への対応―保育園入園、老人ホーム入所、道路、公園、ゴ

ミ集積所などなど

　それから、住民からいろいろな要望がくることも事実です。メールでく

るケースもありますし、地域のいろいろなところで、それこそ道で会った

時に言われるケースもあります。イベントで会ったときに言われたケース

もあります。これは本当に今さまざまです。

　一番分かりやすいのは、 近では保育園に入れてくれませんか、老人ホー

ムにおじいちゃん、おばあちゃんを入れてくれませんかというような要望

がけっこうあります。保育園に関しては、正直 20年、30年前であれば、

多分議員さんが言えば少しは点数も良くなって入ることができたケースも

あったかもしれませんけれども、今はもう議員が言ったから入ることがで
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きるという時代では正直ありません。今でも地域の方に、議員さんの枠が

あるでしょうとか、コネがあるでしょうなどと言われますけれども、そん

な口利きをしたら議員も逮捕になりますし、区の職員だって同じです。口

利きになりますから、そういうことはできません。とはいうものの、情報

を教えてあげること自体は別に違反ではないし、問題ではありませんので、

例えば本当に右も左も分からない人もいるので、どこへ申し込めばいいか

とか、どの地域が比較的保育園の数がたくさんあるかとか、申し込みにつ

いてのいろいろな手続きやいろいろな情報、そういうことを教えてあげる

ことは別に問題ないので、そういうお話をしたりします 1。

　あとはたとえば、カーブミラーをつけてくれなどという要望もありま

す。車を運転していてなかなか人の出入りが見づらいので、あそこにカー

ブミラーがあったらいいのではないかと要望を受けたり、安心安全のため

にガードレールをもう少しつけてほしいのですとか、そういう細かい話も

あります。道路に穴が開いているから直してくれませんかなどの要望もあ

ります。

　 近多い要望は、ごみ置き場に関するものです。ルール上は大体 10世

帯で 1つの集積場です。でも 近はなかなかマナーが悪い人もいるので、

もうあの人とは嫌だ、月曜日の朝に出さなくてはいけないのを土曜日に出

しているとか分別もきちんとしていないので、新しく引っ越してきたあの

人とはもう一緒にやりたくないからゴミの集積場を分けてくれませんか、

10世帯でやっていたものを例えば 5世帯と 5世帯に分けてくれませんか

とか、そういった要望も受けます 2。

 1 ここでは必要な情報を持っていない住民に対し、区民に公開されていてアク

セスできる情報を提供することの意義が述べられているが、過去の講義では類

似の例として、業者との接し方に関して、新たな業者の出現に関する情報を行

政に提供することの意義が述べられていた。田丸大「都市議員の実像（2）杉並区

議　とみもと卓氏の場合」『駒澤法学』第 13巻第 4号（2014）pp.23-24を参照。

　区から区民へ、あるいは業者から区へと情報を伝達することも区議の大きな

役割の一つであることが確認できよう。
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　ほかにも子供の遊び場として公園がありますが、 近はボールで遊べる

公園が非常に少ないので、そういう公園をもっと造ってほしいですとか、

区民からの要望は本当に多岐にわたります。個人的な困りごととでも言い

ましょうか、今であれば年金の仕組みがよく分からないので、そういうこ

とを教えてくださいというようなことも言われます。このように個人から

の要望もあれば、地域の団体としての要望もあります。

地域の団体、各種団体からの要望

　例えばうちの地域でも、町会の建物、会館があるのですけれども、これ

がもう築何十年も経って古くなったので建て替えなくてはいけません。そ

うはいっても協会のお金だけでは足りないので、区の補助の制度もあるで

しょうから、そういう補助の制度を少し調べて建て替えの委員会の中で協

力してほしいというような、地域としての大きな要望もあります。

　それからいろいろな団体からも要望があります。保護者の方たちが保育

園を作ってほしいと数年前にいろいろ盛り上がりましたけれど 3、そうい

 2 過去の講義でも、ごみの集積所についての要望の話は、地域コミュニティの

弱体化あるいは地域での問題解決力の低下に関する問題、そして「陳情は時代

を映す鏡」の顕著な例として繰り返し述べられている。田丸（2014）p.22、同「都

市議員の活動と自治体の公共政策―杉並区議　とみもと卓氏の講義録を主な素

材として」『駒澤法学』第 15巻第 1号（2015）p.30を参照。

 3 なお、このあたりの経緯について詳しくは、田丸（2014）pp.19-20注 5、とり

わけ『朝日新聞』2013年 3月 7日朝刊（東京都心面）、『東京新聞』2013年 3月
25日朝刊を参照。以下、再掲する。

　「認可保育園に入れなかった母親グループ…が…各会派の事務室を訪れ、区が

5日に打ち出した議会で審議中の「待機児童対策緊急推進プラン」に感謝を述べ

…異議申し立てした理由を説明した。… 大会派である自民党の富本卓・幹事

長は面談の上「難しいのは、保育園を作れば作るほど希望者が集まり待機児童

が増えることだ。突然の意義申し立てには驚いたが、区や区議会が動くきっか

けになった。100点満点は無理だが、それに近づく努力はする。皆で考え工夫し

てやっていかなくては」などと述べた。」（『朝日新聞』2013年 3月 7日朝刊（東

京都心面））

　「杉並区では 24日、保育問題のシンポジウムに地元区議も出席、当事者の訴

えに耳を傾けた。…自民党の富本卓氏は「保育園だけ造ればいいわけではない。
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うふうな団体もあれば、いわゆるお医者さんとか歯医者さんとか、商店街

の組合の連合会などの団体、これは業界用語で各種団体といいますが、業

界の各種団体からの要望があります。

　例えばお医者さんの側からすれば、今いろいろな病気がありますけれど

も、こういうワクチンを打てば有効ですというワクチンを是非とも区で助

成をして、みんなに打てるようにしたらどうですかという要望があったり

しますので、そういうことが実現されるように役所側にも伝えて働きかけ

ていくこともあります。

歯科健診や講習についての要望

　あるいは、歯の健診がありますけれども、お年寄りの歯を維持していく

というのは大事なことですので、5年に 1回健診はありますが、杉並区で

は 70歳までしか行っておりません。20、25、30、区によって 35、40と

節目の年齢で健診がありますけれども、その健診の年齢を増やした方がい

いのではないか、枠が 70歳までだったら 80歳までに増やした方がいいの

ではありませんかといった要望もあります。

　歯医者の中でも学校・生徒の歯の関係を扱う学校歯科というのもありま

すが、彼らからの提案ですが、子供たちの歯の磨き方を教える教室をやれ

ばいいのではないですかということで、歯医者さんと歯科衛生士さんが学

校へ出向きます。皆さんも小学校の 1年生から 6年生の間の 1回、例えば

4年生のところで 1回とか、必ず 1回はそういう講習を受けたことがあろ

うかと思います。そのような講習をやれば子供たちの歯の健康にもいいと

思いますという提案がありました。この要望をきかっけに私も区に働きか

けて、杉並区で実際に実施されるようになりました。このように地域の要

望を聞く、団体の要望を聞くといった仕事も重要です。

少子高齢化で財政も苦しい」としながら「皆さんと建設的な話をし、いいもの

は杉並で取り入れるよう頑張る」と表明した。」（『東京新聞』2013年 3月 25日
朝刊）
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スポーツ議員連盟の活動

　そのほかにも仕事としては、議員はもちろん自分の意思をもって議員に

なっていますから、自分としてもこういう町をつくりたい、こういう社会

をつくりたいということで、自分の思っている政策の勉強をしたり、また

グループでいろいろな活動もしています 4。

　後ほど詳しくお話をしますけれども、私が杉並区議会で初めて立ち上げ

たのはスポーツ議員連盟です。杉並区議会は 48人いますけれども、30人

の議員が一緒になって、いろいろスポーツを通じて区を良くしていきま

しょうということをやっています。ただこのスポーツを通じてというの

は、競技場を作って体力だけ増進すればいいということではありません。

スポーツというのはもちろんそういう面もありますけれども、人と人とを

つなぎ合わせる絆をつくっていく社会づくりにもなるし、それから子供た

ちの健全な育成というようなことにプラスにもなります。あるいはボラン

ティア活動とかそういうことに対しても熱心な社会が生まれてくるとか、

いろいろな可能性があるので、スポーツの持ついろいろな可能性を通じて

社会をよくしていこうということを私としてはテーマとして活動をしてい

ます。この関連のお話は少しあとでお伝えします。

　

小型バスを中心としたまちづくり

　もう一つの自分の仕事として、政治家として取り組んでいきたいテーマ

としては、小型バスをこれからはもっと充実して走らせるという政策です。

いわゆる公共交通に関するものです 5。公共交通をもっときちんと整備を

していくべきではないかと思っています。

　もちろんバスがいろいろなところを走れば便利になるということは当然

ありますけれども、それだけではなくて、バスが走れば環境にもプラスに

 4 過去の講義においても、「スポーツを地域再活性化のツールに」との話題で

言及されている。田丸（2014）pp.28-29、pp.48-50を参照。

 5 田丸（2014）pp20-21、同（2015）pp.92-93も参照。
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なります。 近は車の環境性能もだいぶ向上しましたけれども、やはり自

家用車がたくさん走るよりは、いわゆる CO2の削減等も含めて環境にも

いいです。

　あと道路の路面ですが、これは大きいバスが走ると結構痛みます。今ま

では大きなバスが走っているおかげで 5年に 1回路面を改修していたもの

が、小さいバスにすれば路面にかかる痛みが少ないので、5年に 1回が 10

年に 1回の改修で済むようになります。単純に計算すれば、その予算を今

まで 500万円使っていたものが、10年間で 250万円で済むわけですから、

その残りの 250万円を別の政策や事業に振り向けることもできるのではな

いでしょうか。

　また、公共施設もいろいろありますけれども、公共施設の利用率が低い

理由として、やはり交通の便が悪いところに立地していることが多いです。

運動場でも体育館でも公民館、区民センターもそうですけれど、そういう

ところはやはり行きやすくする、アクセスを良くすることは非常に大事な

ので、そういうふうな形でバスを走らせることによって、実は公共施設の

利用率もアップできるといった効果もあります。そういういろいろな効果

もあるので、これからますます高齢化社会にもなりますし、子供たちの安

心・安全も叫ばれている中で、私はバスというものをきちんと、公共交通

をきちんと整備していくことが、まちづくりにとって非常に重要であると

考えています。

　加えて、これは区だけの問題ではなくて、民間の路線バスの路線も本当

にこれでいいのかと思っています。もう少しルートを変えればお客さんも

乗るようになるでしょうし、そういうふうな形で民間の路線バス会社の現

行の路線も含めたうえで全体的な見直しをすると、公共交通がより利用し

やすくなって盛んになり、さまざまな効果が期待できるだろうと考え、こ

れを実現できるよう積極的に提案し活動をしております。

　事実、ヨーロッパなどはそういうまちづくりに取り組んでいます。町の

中央部というのはあまり車で行かないような作りになってきています。例
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えば町の中心街があって、その辺でいろいろ買い物をしたり遊んだりでき

るわけですけれども、郊外に住んでいる人がここまで来るには皆さん車で

来ます。ここに大きな駐車場があってみんな車を駐車して、ここから例え

ばバスとか、ヨーロッパで多いのは路面電車が走っていて、中心部での移

動はそういう公共交通で行き来しましょうというようなまちづくりの方法

があります。そういうふうなまちづくりにして、誰もが歩きやすくて過ご

しやすいような町が真ん中で展開されていている例が、ヨーロッパにはた

くさんあります。路面電車も結構あって、日本では富山市などがそういう

コンパクトシティを目指したまちづくりをしたことで有名です。いろいろ

な地域事情があるので、全てがこういうような町づくりがいいかどうか分

かりませんけれども、もちろん緊急車両とかは別ですけれど、イメージと

してはそういうふうなまちづくりがこれからは良いのではないかと思いま

す。

　ほかにもありますけれども、このように自分のやりたい政策ですとか思

いというのを成し遂げていくために、いろいろ研究し勉強したり、区の職

員ともディスカッションをしたりしております。

政党の活動―無所属との違い

　ここまではどの議員も大体同じかと思いますが、ここから先は、正直、

議員によってとても違います。

　まずは政党の活動というのがあります。私は自民党の所属ですけれども、

議会の中には無所属の人もいます。そうすると無所属の人は「無」所属で

すから、政党の活動はしなくていいわけです。例えば、衆議院議員選挙が

ありました。そうしたらその選挙区、私の選挙区だったら石原さんという

人が国会議員で出ていますけれど、その人を同じ政党の仲間として応援し

ます。選挙カーで回っているときにお願いの声を発したり、チラシを配っ

たり、ポスターを貼って回ったりとか、そういう作業があります。

　ただ、無所属の人はそういった活動はしなくていいです。さらに、自民
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党の人は自民党なりの政党活動がありますけれども、共産党には共産党な

りの政党活動があるでしょうから、それはやはり党によって全然違います。

　例えばこの間、安保法制が国会で議論された時も、私どもは法案は必要

ですというビラを配ったわけです。共産党の人は反対ですとデモをやるよ

うに、それぞれの政党の政党活動があります。

地域での活動―商店街

　それから地域のいろいろなイベントに顔を出します。例えば運動会やら、

今日はこれから地域のカラオケ大会がありますから、この後そちらに行き

ます。

　さきほどもお話ししましたように、私は商店街の中に事務所がある関係

で、そういった組合にも入っていて役員もやっています。商店街でさまざ

まなイベント、いわゆる盆踊りや縁日をやる時にお手伝いをします。例え

ば区へ道路の許可の申請書類を出すとか、チラシの原稿を作ってコピーす

るとか、運営会議の資料を作るとか、そのような仕事をしていますけれど

も、これは商店街に関係のないところで活動をしている議員はそういうこ

とはしなくていいわけです。

　それはそれぞれの議員がどういう所に住んでいるか、どういうことを仕

事としてやりたいとかいうことによって、あるいは支援していただける方

も、そういう人がいる、いないということによって仕事率も変わってきま

す。商店街の活動に参加していない議員もたくさんいます。

　例えば今度 11月 1日にはうちの商店街では、この辺からこの辺を通行

止めにして、ここに少し舛を作って道路を小さく切ります。この面で 300

メートルあるのですが、300メートルの巨大キャンバス、要するにここの

道路を全部キャンバスと見立てて落書き大会をしましょうということで、

一応使用料というと変な話だけれど、子供たちにここのブースを 100円く

らい支払ってもらって、チョークを渡して 1時間なら 1時間でここに自由

に落書きをしてくださいというようなイベントをやります。200ブースぐ
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らいに割って、そういう巨大な落書き大会を開催します。

　僕らの子供のころはチョークなどを使って道路に落書きをするような遊

びもできましたが、もう今の社会では皆さん多分そんなことはしたことが

ないと思います。昨今は子供たちが外で遊ぶのは危険だといわれているの

で、大人の見守りの中でこういうイベントをやろうということです。また、

こういうイベントを行うことで商店街をもっと知ってくださいとか、商店

街は地域に協力してくれているのだとアピールすることも大事だと考えて

います。そういうイベントのお手伝いをしています。

　あとは、皆さんは若いのでたぶん買わなかったと思いますけれども、プ

レミアム商品券というのが、この夏に各自治体で販売されました。1万円

を出して 1万 2,000円分の商品券を購入します。この差額の 2,000円分は

税金から出す、行政から補助をします。いわゆる景気対策とか消費税の上

がった分に対するカンフル剤的に消費をよくしましょうということです。

このように国の補助金制度を活用して各自治体が行ったプレミアム商品券

事業というのがありますけれども、そのときにさまざまな問題が起きたり

しますから、役所に行って改善を求めたりもしています。

選挙に受かるためには―SNS、地域のイベント、諸会合、新年会、後援会、

街頭演説、区政活動報告の新聞等など

　ほかには議員として活動をやるためには、やはり選挙に勝たなくてはい

けないわけです。選挙に勝ってこそ議員という仕事をできるので、やはり

選挙に勝つことは日頃の活動の中でも一つ大事なことです。それはもう正

直に言って、それがなければ議員にもなれませんので、もちろんそこは避

けて通ることができないところです。

　選挙に勝つというのもいろいろな方法がありますから、議員それぞれい

ろいろなやり方です。もちろん先ほど言いましたようなホームページや

ネットなどのソーシャルメディアに非常に力を入れてやっている議員もい

ます。中には逆にホームページももっていない議員もいるし、年配の議員
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に至ってはパソコンも触れませんという議員もいます。でも当選しますか

ら、それぞれの一定の支援者層、支持層があって受かっているのだと思い

ます。

　そういう中で有権者も求めるのは本当にさまざまです。地域のために一

生懸命やってくれる人であってほしいという人もいれば、まめに地域で見

る、会合やイベントがあると毎回来ているということで、顔を見たことが

あるから入れるとか、知っているから入れるという有権者もいます。それ

から当然そういう地域の要望にきちんと応えてくれたから、やはり応えて

くれて一生懸命仕事をしてくれる人に投票しようという投票行動もありま

す。

　あるいは、候補者のホームページを見て、この政策はこの人がいいとい

うふうに思って選挙で投票する人もいます。例えば同じ商店街の仲間だか

らと入れるような人もいますし、いろんな要望の声に応えていくことを評

価してくれる人もいますし、本当に投票行動もある意味いろいろだという

ふうに思います。ブログとか Facebookも別に選挙に通るための理由でやっ

ているわけではありませんけれども、自分がどういう活動をしているのか

知っていただきたいこともあって更新しています。

　あとはやはり地域のイベントだけではなくて、実は会合というのも結構

あるのです。地域の新年会とか忘年会というのも結構あって、そういうと

ころへ行ってご挨拶するというのも非常に大切なことです。また日本人の

いいことか悪いことか分かりませんけれども、酒を飲んだから本音を言う

という人もいます。なかなかお話しに乗ってくれない人でも、お酒を飲む

席だから、自分の家の前の道路で穴が開いている所を直してくださいなど

の本音がいろいろ出てきます。例えば区の今の政策について、区民はいい

と思っているのか悪いと思っているのかみたいな声も、結構そういうとこ

ろで会話が弾んで皆さんの生の声が聞けることもあります。ですから私は

そういうところへお呼ばれしたら、なるべく出席するようにしています。

　私の場合、新年会だけで 100か所ぐらいは出ています。町会とか商店街
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とか、先ほど言いました歯医者さんなどの団体もあれば、スポーツの会も

あります。それから障がい者の団体の新年会とか、あらゆる新年会があり

ます。この秋のシーズンもイベントが多いです。運動会や地域のお祭りも

たいてい土日にありますので、休みがあまりなく活動をしている状況です。

　それから宣伝活動としては、ホームページなどだけではなくて、駅でマ

イクを持ってしゃべったりしています。今日は持ってきていませんけれど、

私も年に何回か区政報告の新聞を作って配布しています。

　自分の後援会の人の名簿がありますから、個別にあいさつに回って、い

わゆる御用聞きではないですけれども、いろいろな声を聞いて回る活動も

しています。

　あとは選挙を戦っていくには、やはり後援会組織をつくるケースが多い

です。その後援会の中でいろいろ皆さんの親ぼく活動をやることがありま

す。私も毎年 1回は後援会の旅行会を開催しています。もちろん会費をい

ただいて、この 11月にも三浦半島へバスで日帰り旅行を企画して、後援

会の人にも参加していただいています。

　正直に言いますと、もともと私はこのような活動はあまり得意ではあり

ませんでした。政治家が旅行する必要はないのではとも思ってもおりまし

た。とはいっても、一人よがりだけでは政治家も成り立ちません。また、

先ほどお話ししましたように、そういった会合や席の場で区民の本音を聞

けたり情報交換もできますので、是非そういうことをやってくださいと言

われたら、分かりましたということで、後援会の旅行会を年に 1回開催し、

また後援会の人を対象に区政報告会をやったりします。もちろん後援会向

けではない報告会も開いております。あるいは、地域の団体さんの中で勉

強会をやるので講師をやってくださいとか、パネラーをやってくださいと

依頼を受けたら、できるだけ引き受けるようにしています。

　

2020年オリンピック・パラリンピック

　次に大学生の皆さんのような若い人に関連する話としては、2020年の
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オリンピックの話があります。エンブレムや新国立の建設の問題などでい

ろいろありましたけれども…。

　実は杉並区ではオリンピックの競技はまったく行われません。自転車の

ロードレースで甲州町道を一瞬少し通るだけです。「東京」オリンピック

と名がついた東京 23区の杉並区でもまったく競技はないのです。

　コンパクト五輪ということで、会場が非常にベイエリア側に寄ってし

まっているのです。ですから基本的にはどうしても山沿いでやらなければ

いけない競技以外は、競技場は国立競技場よりも海沿いばかりです。江東

区などは 7競技ぐらいあります。でも杉並区は全くありません。台東区も

議員さんに聞いたら 2つ程度しかないと言っていました。ただ世界 大

のスポーツイベントの一つのオリンピックを自分たちのおひざ元でやるの

に、このまま何も無しというのもどうだろうということがあったのですが、

杉並区は残念ながら駒沢公園のような総合運動場も総合体育館もないので

す。

　では、オリンピックのためだけに何かそのようなものをつくることが適

切かといったら、土地もないこともありますが、反対する区民の人もいま

す。これからの社会でそんな大仰なものを作って、体育館を造るだけでや

はり 50億、60億かかってしまいますから、それもどうだろうということ

です。

　とはいっても、世界 大のイベントが自分たちの前で行われているのに、

このまま指をくわえているだけではもったいないでしょう。私どもが区民

の皆さんからよく聞いた声は、特にオリンピックが決まった直後は、非常

に参加したいです、もちろん選手で参加するのは無理だけれども、ボラン

ティアをしたいとか触れ合いたいという声をすごくいただきました。見る

ということよりも、そういうことで自分もオリンピックに関わりたいとい

う声を聞きました。そこで、われわれもいろいろな競技の調査・研究をし

ました。

　とはいえ、たいていの競技は既に決まっています。サッカーはどこでや



一
一
八

21大都市における自民党所属の地方議員の活動実態についての予備的考察（田丸）

る、水泳はどこでやるということは決まっているので、それを今さら誘致

しようというのはなかなか難しいかもしれません。それでも大田区は昨日

ぐらいに、オリンピック委員会にソフトボールを大田スタジアムで何とか

やってくださいという要望書を出したそうです。そういう動きをする区も

あります。

ビーチバレーに目を向けた理由

　そこで、では杉並区で何ができるのかといろいろ考えました。それから

先ほど言いましたお金の制約、施設の制約、いろいろな制約があるので、

なるべく安価でお金もかけないけれども、いい競技はないかということで

たどり着いたのがビーチバレーだったのです。杉並区は海がないでしょう

とおっしゃる方もいるのですが、実は今ビーチバレーの大会の 8割から 9

割は内陸部で行われています。海沿いで行っても別に構わないのですが、

海沿いでやるものだというのは固定観念です。例えばこの間横浜の大会を

テレビで放送していましたが、あれも海沿いではなくて横浜の町の中で

行っていました。ロンドンオリンピックでもバッキンガム宮殿の前に仮設

の施設を作っていました。海があるところがイコールビーチバレーという

のは、実は固定観念です。

　また、さきほどき言いましたお金の話なのですが…。例えば体育館を建

てれば何十億とお金がかかりますが、ビーチコートですからそんなにお金

がかかりません。基本的に砂です。ですから 5,000万円もあれば十分です。

それから広い場所もいりません。バレーボールコートが 3面ぐらいあれば

いいものですから、土地も用意しやすいだろうということです。

　さらに、ビーチコートを整備するのはオリンピックの競技を行うためだ

けなのでしょうか？　そうでもありません。まず、オリンピックの事前の

合宿を杉並区の中でしてもらおうと考えました。そうすればボランティア

の活動をしたり子供たちに競技を教えてもらったり、触れ合いがそこに生

まれてきます。カメルーンのサッカーを応援した村がありましたけれども、
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地域にそういった選手が来たらそういうふうな形で盛り上がるような、自

分たちも触れ合う、また身近でスポーツを感じるといった具合に、オリン

ピックを肌で感じてもらえるよう、ビーチスポーツのナショナルチームを

何とか招へいしようと、ビーチコート場を整備してやってはどうかという

ことになりました。

　今、東京都内にビーチバレー場はほとんどありません。府中のコナミの

施設が屋内で 1個、それから川崎の工業地帯に川崎マリエンがあります。

それから大田区がこれから作ると言っていました。それから埼玉の深谷市

です。ですから、ビーチスポーツ場の練習会場は非常に少ないです。オリ

ンピックには 32カ国出場しますから、男女でいえば 64チームが来ること

になり、それなりの施設も必要です。そう考えると、招致を争うライバル

の自治体も少ないです。

　実は日本ではまだあまり人気がないのですけれど、ビーチスポーツとい

うのは欧米では非常に人気があります。ロンドン五輪でもチケットを取り

にくいスポーツのベスト 5に入っていました。そういうことでビーチス

ポーツには、これからの伸びしろもあるだろうということもあります。

　前回のロンドンオリンピックに出場した選手が杉並にも住んでいました

ので、いろいろとアドバイスやサポートも受けられるだろうと期待し、オ

リンピックを地域の起爆剤の一つにできないか、地域のふれあいやボラン

ティア活動を活性化させるツールとして活用しよう、ビーチスポーツ場を

つくったらどうだろうと現在進めています。

　とはいえ、さきほども言いましたように、オリンピックに反対の人もい

ますから、そういう方々にも納得してもらうためにも、さまざまな効果を

訴える必要もあります。

　1つは、ビーチスポーツと言うと、皆さんはビーチバレーだけだとお思

いでしょうが、ビーチサッカーというのもあります。ラモスが少し前まで

監督をしていたビーチサッカーもあれば、ビーチハンドボール、ビーチフ

ラッグもあります。ほかにもいろいろな競技、テニスなどのビーチスポー
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ツもあります。

　それからお年寄りの介護予防にもいいと思います。砂場ですからいわゆ

る足腰の鍛錬にも使えます。

　子供たちの砂場遊びの体験の場にもできます。今どきは公園の砂場で遊

ぼうと思ったら犬のふんが入っていて衛生的に問題があるとか、いろいろ

そういうことがあるので、なかなか砂場で子供たちが泥んこになって遊ぶ

ような経験もありません。そういうふうな遊び場として子供たちのため

にも使えます。それから普通の若い人たちの層も他のいろいろな新しいス

ポーツを体験できたりします。

　それから面白いのは、ラグビーのチームが杉並にはありますけれども、

ビーチコートを是非使わせてくださいと言ってきています。なぜかという

と、非常にけがが少ないのです。例えばさきほどビーチサッカーと言いま

したけれども、普通のサッカーもグランドでオーバーヘッドをやると、頭

を打つおそれがあります。でも下が砂だとクッションになります。ビーチ

サッカーなどを見ているとオーバーヘッドがたくさん出たりして、それは

それで面白いです。このようにけがの予防という意味でも使えるので、ラ

グビーのチームなどは是非使わせてくださいなどと言ってきてくれていま

す。

　私立の幼稚園の組合さんからも、是非そういう施設ができたら使いたい

という声もいただいています。何もオリンピックのためではなくて、この

ようにいろいろな層がオリンピックが終わっても長く使える施設として活

用できるということで、私たちも提案をしています。実は杉並区にも学校

を統廃合した跡地があるので、そこの一部分を会場として今度つくろうと

活動をしています。1年間ぐらいで整備をして、是非オリンピックのチー

ムを誘致しようと活動をしてします。

　オリンピックについてエンブレムの問題や建設費用の負担の問題のこと

ばかりが話題になりますけれども、皆さんもあまり気づかない問題として、

練習会場の問題というのが実は結構大きいです。身障者のパラリンピック
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も含め、いろいろな競技のチームが来ますから、2万カ所ぐらい練習会場

が必要です。これがまだ決まっていないのです。あてがわれていないとい

うのが事実です。これが例えばアメリカなどの国土が広い国だと、どこか

の企業のグランドなり大学のグランドなりをうまいこと借りられたりする

かもしれません。

　オリンピックに詳しい人たちに私も話を聞くと、選手村に入れる人はい

いのですが、大会関係者というのは選手の 3倍だそうです。2万人選手が

来たら 6万人ぐらいの人が来るというわけです。トレーナーだとか補欠の

選手などいますでしょう。ほかにもマスコミとかも来るでしょう。このよ

うにさまざまな場所の確保の問題が結構あります。

　面白いのは、お金のあまりない国では、選手村に入れない人はテントを

はったりして過ごすこともあるのだそうです。

　今、杉並区でも民泊をこれから始めようとして、旅館業法の特区を活用

して民間のお宅がそういう施設を提供しよう、大田区などもこの間条例が

決まりましたが、杉並区もそういうことをしようとしていますけれども、

弱小国を福祉の観点も含めてお手伝いしてあげたらどうだとか、そんな話

もあります。

　競技もそうです。サッカーなど人気のある競技はいいですけれども、人

気があまりない競技に練習会場として杉並区の施設も提供するとか、積極

的に声を上げてやっていこうという話をしています。

　50年に 1回来るか来ないかで、世界のスポーツの 大イベントの一つの、

いろいろな国のいろいろなスポーツがくる中で、東京という名乗りを上げ

た都市の一つの杉並区で、時差がなくテレビで見られましたということだ

けでは仕様がない面もありますので、ここまで述べたような活動をしてい

ます。

司会：オリンピックでビーチバレーの選手チームを誘致するというのは、

杉並区の側でいろいろな参加国に直接アプローチするものなのですか。そ
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れともどこかオリンピック協会のようなところを通して統一的に誘致活動

をするものなのでしょうか？

富本：両方です。こういうことができますということを協会などに伝えて

おきます。あてがいぶちがあるかもしれませんし…。また何かの関係で独

自に接触し成功して、うちの区はこの国のこのチームが来ます、だからい

いでしょうと言えば、それは全然いいです。独自に接触するのは構わない

です。

司会：直接ですか。

富本：直接です。それは向こうの国もそれを望んでいるのだから、オリン

ピック協会がこっちへ来てくれというふうには言えません。それは構わな

いです。

少子化対策には若者の声は反映されているか？

　それから少しお話をしたいのは、今、地方創生という言葉を皆さんもよ

く聞くと思います。実は杉並区もしかり、全国の自治体がその作戦のため

の総合戦略を策定しています。作りなさいということを国からいわれてい

ます。

司会：ですから、さきほどの地域振興のプレミアム商品券が販売されたの

ですよね。

富本：それもありますけれど、どういうふうにしたら地方が盛り上がって

いくのか、杉並区は杉並区の事情にあわせて戦略をつくりなさいというこ

とです。交流を通していろいろやりますということもあるのですが、やは

り少子化・人口減少の中で出生率を上げようということがあります。
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　皆さん、どうなのでしょうか。国はよく、多子、多い子供、多子世帯に、

例えば子供が 3人生まれたら 3人目から保育料をただにしましょう等と言

います。

　でも、まず第1子でしょう。第1子を産まない限り第3子はできないから、

第 1子の支援から何とかしてくださいという声もよくあるのですが、でも

その前にもう 1個いえば、結婚しないとか、男女の交際もあまりないといっ

た話もよく聞きます。

　時代の流れとして、草食系などというのでしょうか。そういうところも、

別に行政ができる部分は少ないのかもしれないのですけれど、少子化対策

をするのだったら、婚外子は例外的で、基本的には結婚してからの子供と

いうことであると、そもそも結婚しないと子供もできないという話になり

ますよね。そのあたりについて、若い人はどういう意見をもっているのか、

どういうふうに思っているのかというのは、さきほどの総合戦略をつくっ

ても、若い人の声が届いていない気がしています。

　繰り返しですが、多子よりもまず第 1子でしょう。第 1子を産まない限

り、第 2子も第 3子もないのだから。そして、その前に結婚という話にな

ります。そして、その前に恋愛という話になります。18歳の投票権も認

められましたけれども、皆さんも含めて若い人たちの意見が本当に通るか

どうか重要なことですし、また本当の生の声に応えていかなくてはなりま

せん。また少子化といっても、なぜそうなってしまったのかとか、そのあ

たりのことももっと研究して分析しないと、一言で少子化対策といっても、

そう簡単には進まないのが現実だと思います。数字を見ていても思います。

司会：富本さんは今のようなお話、第 3子よりもまずは第 1子目、そもそ

も結婚にたどり着く前のところを丁寧にやっていかないといけないのでは

というお考えに関して、どういう場面で情報を仕入れるのですか。若い人

とお話するのでしょうか？
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富本：本もそうですし、統計調査でもそういうものは出ています。テレビ

などでもやっています。恋愛しない人の率がどうだとか、その調査がどこ

まで正しいかどうかは分からないけれども、そういう調査は結構あります。

司会：たしかに、そうですよね。例えば自分の子供が保育園に入れず困っ

ていますとか、おじいさんを老人ホームへ入れたいですといったような自

分の具体的な困りごとでしたら、富本さんのところにお話に来るかもしれ

ないけれども、杉並区とか日本全体で少子化をどう考えましょうというこ

とを、富本さんのところにお話に来るというのはあまり考えにくいですよ

ね。

富本：それと、女性の初婚年齢が今 30になったわけです。平均年齢がで

す。そうすると大学を卒業して 22から働かれると、8年間仕事をすると

当然キャリアができます。辞めるのはもったいないということになります。

30で結婚したら 32～ 3が初産になることも多いでしょう。そうすると産

んでも 2人が現実的ではないでしょうか。

　そういった現実がどこまで受け入れられて、国の主導する少子化対策が

つくられているのかというのは少し疑問のところはあります。さらに、本

当にそういう草食系なのかですとか、本当に結婚願望が低いのか等など、

データもどこまで信じて良いものなのか、本当に分からない部分もありま

す。

　生き方が自由になって、いろいろ選択肢が増えたのはいいのだけれど…。

僕らの若かった頃には、人生のライフステージで当たり前のパターンとい

うのがありました。それがない分、今は実は結構大変なのです。自分らし

く生きるというのは、口で言うのは簡単だけれど、結構大変なことです。

なぜ結婚しないのかという理由だって、別に経済的な理由だけなのかとい

うこともあるでしょう。経済的な理由がメインであれば、お金を何とかす

ればいいわけだけれど、そうでなかったら、実はもっと違うところから攻
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めていかないといけません。

司会：結婚するなら、優しくて自分よりいい人がいいですものね。

富本：それから日本の場合は圧倒的に婚外子が少ないでしょう。そもそも

こういった話題は、皆さんもなかなか話しづらいだろうと思いますし…。

自民党や個人の議員としての活動と超党派の活動のバランス

司会：もう一つ伺いたいのですが。そういうオリンピックのことですとか

少子化対策とか、地方創生とか大変大きなことで、特にオリンピックにつ

いては、富本さん、オリンピックのプロみたいに年々詳しくなられて、し

かも超党派ですよね。

　少し聞きづらいことではあるのですけれども、そういう活動に熱心に取

り組むのは、もちろん議員さんとして本当に素晴らしいことだと有権者の

皆さんが理解してくれればいいのですけれども、一方でやはり自民党の一

員としてですとか、富本さん個人の議員としての活動とのバランスもあり

ますでしょう。超党派ですとか、そういう活動を熱心にされることと、自

民党や個人の議員としての活動とのバランスはどう取られるのですか？

富本：どちらかがどちらかを圧迫しているようなことはありません。背負っ

ているものはそれぞれの議員さんにありますから、それを超えてスポーツ

でまちをよくしようとか、スポーツが好きだとかそういう人が集まってい

るので、それはそんなに問題はないです。

　毎年、この講義の準備をしていて思うのは、やはり今、夢がある話が少

ないです。暗い話が多いのが事実です。行政の区役所の職員と仕事をして

いても、やはりあまり明るい話は聞きません。大企業の一部はいいかもし

れませんが、景気もそんなにいいわけではありません。

　東京オリンピックが決まった時は、明るい空気が溢れましたよね。東京
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オリンピックまでは死ねないとか、そういうことを言ったりするお年寄り

の人もいます。人生の一つの目標にもなるような大きなイベントなわけだ

から、少し味噌がいろいろついたけれども、そういうふうな形で、やはり

基本は人を元気にするものではないでしょうか。

司会：なるほど。そうですよね。そういう明るい話題が確かに少なくなっ

ていますよね。

富本：そうです。ムーブメントとして盛り上げていきたいと思います。

司会：今年も熱のこもったお話をありがとうございました。（拍手）

平成 28年度講義録（平成 28年 11月）

富本： 近、都知事選挙に関連して、毎日ワイドショーですとかいろいろ

なところで、都政の話が出ています。豊洲がどうだとかいろいろ出ている

ので、今まで以上に、地方議会というものに皆さんの関心も集まっている

のかなと思います。実際都知事の選挙も今までの選挙に比べて 10％近く

投票率も高かったのです。それから皆さん、今度からは 18、19の方も投

票できるということもあって、都政を中心に地方議員には目が向いている

のではないでしょうか。

　また残念ですけれども、富山市で、政務活動費に関連した不正で 10人

近く議員さんが辞めて話題になりました。もう少し前では兵庫県の号泣県

議も話題になりました。よくも悪くも地方行政や地方議会というものに目

が向いている時期だなということは、私どもも非常に感じています。　

　確かに不正はよくありません。そういうことはあるべきではないと思い

ますが、いろいろな形で地方の議会に目が向いていただくこと自体は、逆

に私はいいことだと思っています。皆さんも国のことだったら、安倍さん
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がどうだとか、いろいろ新聞やネットニュースとかで見られることはあっ

ても、なかなか地方議会が何をやっているのですかとか、東京都であれば

一体東京都政がどういうことをやっているのかとか、神奈川のことであれ

ば神奈川県知事はでは果たして誰なのかと、どこまで皆さんがご承知なの

かというと、なかなか疑問のところがあります。

　地方議員さんといえば、卒業式や入学式に顔を出していて何となく見か

けたことがあるとか、駅や道路わきに立て看板みたいなものがあって、「市

政に命がけ」などいろいろ書いてあるポスターを見たことがあるぐらいの

ことで、なかなか縁遠いわけです。そういった観点からは、よくも悪くも

地方議会に目が向いているのは、私は非常によかったと思います。今日は

その辺りのことを切り口に少しお話をさせていただければと思います。

都道府県は縁遠い自治体？

　まず今、お話に出ていた都政の話なのですが、制度の仕組みをお話しし

たいと思います。国があって、都があって、区があって、県でもあります

が、市とか区があります。区というのは、基礎自治体といわれて、皆さん

に一番身近な自治体ということでサービスをするわけです。

　皆さんにとって、実は一番縁遠いのは、県政や都政ではないのかと以前

から私は思っていました。国であれば、毎日ニュースで安倍さんがどうし

たとか、国会がもめているなど耳にします。また市や区であれば、例えば

自分がごみを捨てた時に分別の日を間違えてしまって持って行ってくれな

かったといった具合に、それなりに接点があります。例えば皆さんが通っ

ていた小学校、中学校の運営は、基本的に市や区がやっていますから、例

えば学校でガラスが割れたらそれを直します。それから例えばいろんな補

助をするということがあったら、それは市や区といった基礎自治体がやり

ます。保育園を作っていくといった事業も、一番身近な市や区が行います。

　転居した場合に市役所に住民票の届出を出しにいくのもそうですが、皆

さんも、多分人生の中で、市役所には 1回ぐらいは行かれたことがあるの
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かなと思います。区役所の場合もあるでしょうが、そのような一番身近な

行政機関には行かれたことがあると思います。

　では都庁に行ったことがある方、県庁に行ったことがある方、この中で

いらっしゃいますか？　都庁の展望室にデートで行ったという人はいるか

もしれませんが、都庁に用事がある人はいますか？　都庁とか、県庁に行っ

たことがありますか？　多分ほとんど用事がないと思います。このように

都道府県というのは、皆さんにとって実は一番縁遠いところだったのです。

　繰り返しですが、国だったら、安倍さん、こんなことをやって許せない、

イエス、ノーなど当然あるでしょう。それはいいと思います。区政や市政

であれば、うちのごみをちゃんと取りに来てくれないから何とかしてほし

いとか、うちの学校がぼろいから何とか直してほしいとか自分の生活に密

着した部分の仕事をしているので、本人でなくても、お父さん、お母さん

がそれに対して声を上げていくということもあるかと思います。

　しかし、豊洲の現場で働いている人は別として、では都に関係があるか

というとどうでしょうか。皆さんの生活の中で関係があるとすれば、メト

ロとバスぐらいでしょうか。

司会：あとはオリンピックでしょうか。

富本：たしかにオリンピックはあると思いますが、オリンピックを除け

ば、あとは水道ぐらいではないかと思います。ただそれもそんなに、では

直接それが都政というふうにぴんと来るかというと、そうではないと思い

ます。

　なかでも都「議会」というのは、非常に注目度が低かったのです。多分

傍聴の数でも非常に少ないということで、ある種ちょっとブラックゾーン

的なところになっていたのではないかと思います。やはり皆さん、関心が

ないので、皆さんの目が向かないこともあって、何となく改革も遅れてき

たというようなことは事実なのかなと思います。
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2016年の都知事選挙について思うこと

　そういう中で、今回小池さんが出馬した都知事選挙がありました。私は

自民党議員で、プロフィールに書いてありますが、都連の会長だった石原

伸晃さん、お父さんが慎太郎さんの息子さんの秘書を 10年間やっていま

した。自民党の党員をし、自民党の党クラブに入っている自民党の議員で

す。

　そこで今回の都知事選では、党の決定もあって増田さんを応援しました。

増田さん本人は私もお会いしましたけれども、決して悪い人ではありませ

ん。ちゃんと一筋はありましたけれども、正直、今回の選挙は負けるべく

して負けたというのがもう一番です。

　マスコミでもそう言われていますけれども、東京の選挙というのは、

1,300万都民ですから、やはり大多数が浮動票です。小池さんに票を入れ

た人がいたとしても、実際に会って話をしたのかということになると、多

分ほとんどの人が会っていません。イメージとか、マスコミでこうだった

からということで入れた方がほとんどでしょう。ある政策テーマで、小池

さんのこの政策がいいから私は入れたという人は多分ほとんどいなくて、

多くの都民の方がやはり姿勢であるとかイメージであるとか、そういうふ

うなもので票を入れたのかなと私も思うところもあります。

　余談ですが、選挙というのは面白くて、今回は小池さんのばくちは全部

当たりました。小池さんの出馬宣言自体も早かったのですが、実はあれは

結構混乱した状況も何回かあったのです。出馬をしましたといった時に、

自民党のほうでもうちょっと議論をするから待ってくださいということが

あったのですが、小池さんは自分で出して、そして自分で推薦願いの届け

を撤回しに行きました。そうすると自分で出しておいて、時間切れだから

と自分のほうから降ろすのは、ちょっと身勝手ではないかという空気感も

少し出かけたのです。

　そうしたらその時に例の変な文書が出たのです。一族郎党罰しますと。

私もその手紙をもらいました。要するに自民党の人間で、自民党の推す増
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田さん以外を応援したら、一族郎党罰しますと。いまだにあのような文書

をなぜ出したのかという疑問はありますし、本来ならそんなことはあり得

ない話なのですが、実際にあの文書は出ました。

　こうなると、結局、推薦願いの届を出しに行って、その後に自分で撤回

した小池さんが身勝手なのではなくて、出しに行った先の組織のほうが変

な組織なのだと、とんでもない組織なのだという世間の風潮になっていき、

どちらかというと、小池さんのやっているほうが正当化されたという形に

なっていきました。

　それともう 1つは、選挙の中盤戦になって、小池さんも結構焦った部分

もあって、いろんなことを言い出したのです。候補の一人である鳥越さん

に対して、病み上がりがうんぬんという話もありました。それからこれは

今でもできるのかどうか分かりませんけれども、通勤電車を 2階建てにす

るなどというちょっと突拍子もないことを言い出しました。さらに増田さ

んも地道に政策を訴えたりして、選挙としては小池さんがリードしていて

もだいぶ追いついてきたというときに、どこかの元都知事が不適切な発言

をしてしまったわけです。

　正直にいって、もうあれで女性の票は全部なくなりました。われわれは

末端の運動員ですので、増田さんのためにいろいろ人を紹介したりとか、

演説会もやりましたけれども、今回の選挙というのは、末端運動員が一所

懸命やっても、変な文書が出たり、不適切な発言があったりなど、後ろか

らボールが飛んできてしまいました。そして、負けるべくして負けたとい

うような形です。不思議なことに勝つ選挙というのは、今回の小池さんの

ように、ばくちが全部当たるのです。逆に負ける選挙というのは、やった

ことが全部裏目に出るということで、今回の選挙はわれわれの立場からし

たら、負けるべくして負けたということなのかなと思います。

　ただこうなったわけですし、区議会議員をしておりましても、たしかに

都政というのはよく分からないところがあるのも事実です。
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都道府県の広域化をめぐる議論―道州制など

　明治時代の廃藩置県以前はおおよそ 300の大名がいましたが、いろいろ

な歴史的な経緯を経て、現在の 47都道府県になりました。たとえば昔は、

長野と松本のほうは別々の県だったのです。

　では、この 47都道府県というのも、今後も必要なのかという議論もあ

ります。その 1つの議論が、道州制というものです。警察を例にとってお

話ししたいと思います。警察は 47都道府県にそれぞれ県警、県警の本部

があって、そこが指示をしています。ですが、今の犯罪が 47都道府県の

管轄で収まりきるのでしょうか？　犯罪も広域的になりました。車から始

まって IT を取り込んだ犯罪も出てきましたので、もはや都道府県の枠だ

けで犯罪が収まるかというと、全然そんなことはありません。

　それから例えば、石原さんが都知事のときに排ガスの規制をやりました。

東京都で始めて、その後は首都圏まで広がりましたけれども、東京だけ排

ガス規制をしてもしょうがないではないですか。神奈川や茨城で環境に悪

い車が走ったらしょうがないので、結局あれも首都圏全域に広がりました。

このように、今後も 47都道府県の枠で行政がやっていくことが果たして

適切なのかという議論があります。

　そこで、道州制という議論があるのです。皆さんも道州制という言葉は

聞いたことがあるかと思います。要するにいわゆる市とか区というのは身

近な単位なのでいいけれども、47の都道府県で行っている広域的なもの

を、日本全体をもっと広く 7つ、8つの大きな枠にして、九州圏とか、四

国圏とか、近畿圏とか、首都圏等の枠組みに変えるのです。これだけ移動

手段も発達し通信手段も発達した時代の中で、都道府県単位で行政をやっ

ていくべきなのかという議論です。

　今回の都知事選挙や都議会議員選挙で、そういうふうな都道府県行政と

いう一番目に届かないところ、しかも再編の議論もあるところにスポット

が当たったことは非常にいいことであると思います。
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都議会の改革

　それから、都政というもの、今とくに都議会が非常に改革が遅れている

といわれています。これは僕は議会の人数の問題もあると思います。都議

会議員は何人いるか知っていますか？　127人いるのです。非常に多いの

です。そうするとやはり 127人の意思を統一して改革していくのはなかな

か大変です。議会の改革も進みにくいかもしれません。

　都政というのは一番縁遠くて古いものなのではないかということは、正

直、私も仕事をして感じるところがあります。今回いい意味でも悪い意味

でもそれにメスが入って、いろいろ皆さんの目が向いて改革のスタートを

あげて行くことは、非常にいいことだと思っています。私は自民党員では

ありますけれども、1人の区議会議員として、住民として、ある意味、期

待をしているところはあります。

議会に「ドン」は必要か？

　そういう中で、 近、都議会のドンなどといって、内田茂さんという人

がマスコミで頻繁に取り上げられています。私も内田さんに会ったこと

がありますが、単なるおじさんです。すごく利権があるといわれています

が、私はそこにはちょっと疑問を持っています。さすがに枯れても都政で

すから、そこまでいい加減な入札、そこまでいい加減な業者あっせんをす

るかというと、さすがに東京都という自治体がシステムとしてそこまでお

かしくなっているということはあり得ないと私は思っています。これは今

後の議論の推移を見守るしかありませんが、私はそういう感覚を今のとこ

ろ持っています。

　なかなかマスメディアではとりあげられない部分ですが、「ドン」とい

いますか、核となる人物が議会には必要だという側面もあります。先ほど

言いました 127人から成る議会をまとめていこうとすると、行政すなわち

都庁の側が何かやりたいことがある時には議会の同意、議会の OK が必要

です。行政がやろうとしている条例あるいは予算などは議会の承認がない
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と実行できないわけです。そして議会で議論をしてその OK をもらうため

にどうするかという時に、127人、自民党、公明党、何々党とあるのに、

全部にそれぞれ別々に、場合によっては個人それぞれに話をしていくと、

それは行政や知事の側からしてみると、はっきりいって大変です、非常に

手間がかかります。

　そこで、これをこのおじさんと言いますか、核になる人物 1人に言えば、

そしてそのおじさん 1人が全部をまとめてくれるなら、そのおじさんがた

またまそういう力を持っていたら、あるいはそこまで行かなくても 127人

のうち半分の 64人分をまとめてくれるということになれば、行政や知事

の側にしてみれば、127人全員に個別に話をするよりいいとなるでしょう。

このおじさん 1人に話をして、おじさんが話を付けてくれるというふうに

なれば、それは行政としては、同じ話をあちこちに行って何度もするより、

このおじさんに頼んでその仲間に話してもらって取りまとめてもらったほ

うが効率的でいいとなるのも事実でしょう。

　それは皆さんの場合もそうだと思います。何かを説得するときに、ある

いはクラスで話をまとめるときに、10人全員を説得するより、中心的な

人物がいて全部まとめてくれれば、その人に頼んだほうが効率的です。

国・都は政策官庁、区は事業官庁

　次にその都政と区政ということで、この都と区、県と市でもいいのです

が、ではどういう関係なのかということをお話しします。

　区や市が単独でやる事業ももちろんあります。しかし多くの場合は、国

や都から補助金が来ています。例えば生活保護のように区が 4分の 1の負

担で、国から 2分の 1、都が 4分の 1という形でお金が出ているケースが

多いです。このように何か事業をするとなると、やはり国や都の補助金が

出ることがあります。ですから今回例えば働き方改革で、国が保育園の整

備をもっとしますといったら、今まで区でお金をたくさん出したものを、

少し都や国から多くもらえるような、そういう補助のシステムが結構あり
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ます。

　このように国がこういう方式でやりましょうというふうなものもありま

すし、都がこういう方式でやりましょうといって補助金を出す側になるこ

ともありますので、都や国が実際に何か事業を行うことはあまりありませ

ん。あるとしたら、都立公園とか、さきほど言いました地下鉄などもあり

ますが、基本的に何かの事業をやる場合は、住民と密接な関係にある基礎

的自治体である区がやります。区は事業をする事業官庁です。国や都はど

ちらかというと政策官庁です。頭でものを考えるというような立場で、区

とは立場が違います。

　そういう中で、実は東京都のシステムというのは、非常に面白いのです。

よく何々区と言いますでしょう。杉並区とか、練馬区等などありますが、

皆さんの中で、川崎や横浜に住んでいる人はいますか？　磯子区や川崎区

等などありますが、あれは実は同じ区という名前ですが、位置づけは全然

違います。

政令指定都市の行政区

　横浜市や大阪市などの政令指定都市も区を置いています。要するに人口

や面積が大きいので、こういう区を置いて、市の中を区に分けて、ここは

例えば磯子区とか、ここが西区などという形でやるのです。これは簡単に

いうと、川崎でも横浜でもどこでもいいのですが、市役所のどこどこ機能

の出張所という扱いです。このエリアを任されている、いわゆる出張所の

扱いになっています。

　ですから、例えば磯子区の区長さんという人がいても、この人は基本的

に行政の人間、公務員です。だから選挙では選ばれない。要するに行政の

人がある種の出向で磯子区の出張所長さんになって、それがイコール磯子

区長であるといった立場です。その下に議員さんはいません。ですからこ

こは完全に事務員、職員だけです。職員がいて、横浜市いわゆる政令指定

都市本体で決めたことを、身近な立場としてエリアを分けてやりましょう
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というのが、政令指定都市の行政区ということになります。

東京 23区は特別区

　実は東京が違うのは、東京の区というのは行政用語では特別区といいま

す。都からは独立しているのです。こういう円だったら、これがそれぞれ

杉並とか、中野とか、練馬などの区がありますが、これがそれぞれ独立し

ています。それぞれ区長さんがいて、区長さんはみんな選挙で選ばれます。

われわれのような議員がいますが、これも選挙で皆さんが選ぶ形ですので、

一般の市とか町とあまり変わりがないのが現実です。

　これはどういうことかといいますと、東京 23区は首都だから、首都の

23区のエリアをある程度平等に発展させていきましょうというような形

で彩られているのです。都区制度といいます。都と区で仕事を分け合って

やっているのです。23区は首都なので特別なのだから、これは東京都で

全部面倒を見てやりましょうというような仕組みになっています。

　一番分かりやすいのは消防です。多摩市とか立川市とか瑞穂町とかでは

基本独自でやっています。ただそれでは自治体として小さいので、連合で

やりましょうということはあります。広域連合です。広域的に仲間同士で

一緒にやりましょうといって、横の連携でやっていることはありますが、

基本的に都は関係ありません。東京消防庁が大きく見てはいますが、大き

く介入することはありません。しかし東京 23区の場合は、全部東京都が

やっています。杉並区は一切やっていません。中野区も練馬区も一切やっ

ていません。そのような事業が結構たくさんあります。

　少し前までは、ごみもそうでした。ごみの収集、運搬、これも全部昔は

東京都清掃局が担当していたのです。これが平成 12年の都区制度の改革

の中で、ごみ問題は身近な問題なのだから、全部区でやってください、区

でやりましょうということを話し合いをして決めたのです。ただそうは

いっても、杉並区だけで例えばごみの収集運搬はできますけれども、ごみ

を捨てに行くところ、これは昔は夢の島、今だと中央防波堤というのがあ
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りますが、ごみの清掃工場でごみを焼却するのに、やはり共同してやった

ほうがいいということで、ものによっては連合を組んでやっています。で

すから 23区でも、一部清掃事務組合というものを作って運営をしていま

す。このように 23区のごみは全部東京都が一括して面倒を見てやってい

ましたというように、東京都の 23区だけは、自治体の中では特別な扱い

になっています。

大阪の特別区構想

　こういうふうに大阪府と大阪市を変えていこうではないかと言ったのが

橋下さんです。大阪府と大阪市でいえば、大阪府会議員より大阪市会議員

のほうが影響力が強いと我々の間でも言われています。結構、権限があり

ます。大阪府のほうが権威はありますけれども、実際は市にも権限がある

ので、実はその本来縦の関係であるべきものが横の関係になっているので

す。何となく対等みたいな形になってくるから、府でもAという事業をやっ

たら、市でも A ダッシュみたいなことをやるというようなことがあって、

これがいわゆる二重行政になって、同じようなことをこことここでやって

いるのは無駄ではないですかと。こことここでいがみ合いをして、うちが

やるのだというような形で勢力争いをしてもめることがあるから、橋下さ

んは、これはもうやめて、東京都と 23区の関係に近い形にして、無駄な

事業、同じようなことをやめましょうと提案しました。例えばこっちでも

科学館を作って、こっちでも科学館を作るみたいな無駄をやめましょうと

提案しました。

　政令指定都市と県の関係は面白いです。例えば交通について見ると、大

阪市でいったら地下鉄は大阪市交通局です。横浜市もそうでしょう。それ

から札幌もそうだし、仙台もそうです。という形で、本来県や都がやるべ

きものが、市でできる力を持っているわけです。そうすると市のほうが結

構幅を利かせてくるわけです。県との間でせめぎ合いになるから、これを

変えていきましょうというのが、橋下さんの言っていた構想なのです。
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自治体間の財政調整―地方交付税

　次に、地方交付税という言葉は皆さんご存じでしょうか。これは簡単に

いうと、今、1,400ぐらいの市町村、いわゆる基礎自治体があります。例

えば豊田市にはトヨタがあるから、税収がたくさんあります。一方、北海

道根室市、私も行きましたが、小さい町です。もう今、人口が減って、お

年寄りが増えて、税収が入ってこないのです。このように小さな都市があ

ります。

　でも同じ日本ではないですか。こちらばかり裕福になって建物がどんど

ん建って施設も良くなるというわけにはいきません。こっちはもうさびれ

ていくばかりではいけないということがあるので、日本の中でお金を持っ

ている自治体からお金を持っていない自治体にお金を割り振りましょうと

いうのが、簡単にいうと地方交付税なのです。

　根室市は、自主財源いわゆる町に納めてもらった税金、自分たちで賄え

ている生活費はどれくらいでしょうか？　100万円の生活をするのに、普

通 100万円を稼いで生活をするでしょう。根室市は仮にいうと、100万円

の生活で 10万円でした。残り 90％は仕送りです。道路の補助金とか地方

交付税などで暮らしているので、根室市の自主財源は 10％に過ぎません。

こういう状態ですから、ほとんどもう自分たちでは生活できないのだけれ

ども、仕送りをもらって何とか生活をしているような、自治体の財政力の

弱さがあるのが現実です。そういうところへ私も行って、表を見てびっく

りしました。それが地方の現状です。

　よく言われることで、東京富裕論という言葉があります。これは東京は

お金を持っています。いっぱい人がいる、企業もある、いろいろ法人税も

入ってくる、所得税、住民税もたくさん入ってくるではないですか。それ

に比べて、高齢化が進んで人口 50万、杉並区の人口と変わらない規模の

県もあります。

　でも、この東京に元々住んでいる人は何人なのでしょうか。少ないので

はないかと思います。地方から出て来た人たちが働いているから東京は金
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持ちだと。東京のお金はどちらかというと、地方から来ている人たちが稼

ぎ出したお金ではないか、だからこの東京のお金は地方に回すべきだとい

う議論があります。

　そこで、自治体間の財政調整の観点からの制度ですが、地方交付税とい

う制度があって、大体の自治体はこの地方交付税を交付されています。

　

都区財政調整制度

　実は東京都の中でも地方交付税と同じことをやっているのです。これは

23区はなるべく平等に育てましょう、首都なのだから平等に発展してもら

いましょうということなので、実は 23区で一番裕福なところはどこかと

いったら、やはり青山とか六本木とかがある港区です。それから渋谷区も

金持ちです。こういうところのお金が実は、杉並はそんなに多くもらって

いませんが、都区財政調整制度ということで他の区に移転されています。

港区や渋谷区が直接他の区に払っているわけではなくて、東京都が集めて

それを再配分しています。東京都の中で再配分するシステムが制度として

あります。

保育園をめぐる問題―社会・人々の意識と制度の乖離

　ところで、 近の世の中で大きな話題となっている問題の 1つに、保育

園をめぐる問題があろうかと思います。もちろん、保育園が足りないといっ

た大問題があります。さらに杉並区で大きな問題になったのは、その設置

場所です。町に公園があります。その公園に保育園を建てる計画をしまし

た。そうしたら、保育園に入りたい人からは賛成という意見が出ましたけ

れども、公園の周りに住んでいる人は猛反対です。私たちの憩いの場の公

園を取るのは何事だということで反対がありました。

　なかなか悩ましいのが、反対する方々にもお子さんがおられるのです。

保育園に預ける親子がいる一方で、保育園に行っていない、幼稚園に行っ

ているお子さんもいます。そうすると、ここで遊んでいます。子どもたち
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の遊び場を奪うのはおかしいではないかというようなことで、この公園を

保育園にする計画に対して大きな反対運動が出ました。それでもうちの区

は保育園の建設を決めましたけれども、いまだに引きずって反対運動が起

きている現実があります。

　ここで、そもそもその保育園というものがなぜこれだけ必要に迫られる

ようになったのでしょうか、考えてみることも大事だと思います。

　私や田丸さんは 50近くで、皆さんの世代だとちょっと分からないので

すが、私たちの世代では、保育園に行くというのは稀（まれ）でした。幼

稚園に行くのが当たり前で、それはなぜかというと、お父さんは外へ仕事

に、お母さんは家で家事をして子どもは 2人いるケースが標準家庭でした。

だいたい昭和 50年代ぐらいまではこういう時代だったでしょうか。お母

さんが働いているほうが、ちょっと不思議に思われる時代だったことは事

実です。お母さんは家にいますから、子どもは幼稚園に行って、幼稚園は

だいたい 2時ぐらいに終わって帰ってくる時代であったのです。

　あともう 1つ、結婚観もだいぶ変わりました。皆さんはそう言われた

ことはないと思いますが、昔はよく、1回結婚すると、もう二度と実家の

敷居をまたぐなと言われていたのです。今はどちらかというと、実家の両

親も、けんかしたらすぐ戻ってらっしゃいという時代になってきましたで

しょう。離婚が非常に稀な時代で、離婚するのは恥ずかしいと思われてい

た時代でした。ですから、そうなるとシングルマザーなども例外的なケー

スでした。

　ただこれが大きく変わりました。ちょうど私どもが就職するころ、今か

ら 25年以上前ですが、男女雇用均等法ができて女性の社会進出が進みま

した、それともう 1つやはり、生活自体が厳しくなっていることも事実で

しょう。以前は、何だかんだいって終身雇用が基本でした。経済も右肩上

がりでした。ですから、家族内で誰か 1人が働いて頑張っていれば、20

代のころは少し貧しい生活でも、一生懸命仕事をしてお金を貯めていけば

夢のマイホームも買って、子どもも産まれて…というような一般的な人生
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のコースがありましたけれども、今はそういう時代ではありません。終身

雇用と年功序列賃金といった雇用システムが維持されていない職場も多い

です。

　そうなると、お父さん 1人だけで働いているのはなかなか厳しいと、お

母さんも働かないといけないとなります。大学進学率が高まれば、子ども

たちの学費もそれなりに高くなっていますから、やっていけません。そう

いうような時代に変わってきたので、さきほどの女性の社会進出も進み、

お母さんが社会に出れば、当然保育園が必要になってきたということで、

保育園を増やさなければいけない状況になったことが、一番大きな時代の

変化です。

　そこで、保育園を整備することになりました。ここで面白いのは、保育

園というのは福祉なのです。福祉施策なのです。それから幼稚園というの

は教育なのです。ここは全然違うのです。福祉というのは、行政からしな

ければいけないサービスを住民、区民に与えるものです。教育というのは、

どちらかというと、主体的に教育を受けさせるものですから、ここは全く

違います。

　今、保育園が足りないということを法律の面で確認しますと、実はこれ

は児童福祉法ですが、子どもは小さいから 1人では生きていけません。親

がいろいろな事情で面倒を見られない場合は、簡単にいえば、行政が面倒

を見なければいけないという法律があるのです。ですから保育園も自治体

がきちんと整備しなさい、こういうふうな形でやりなさいということが児

童福祉法に書かれています。

　ただ、実はこの児童福祉法ができたのは、戦後すぐの頃の話です。この

あいだ改正はありましたけれども、法律ができた当時というのは、このサー

ビスを受ける人は非常に少なかった時代です。先ほど言いました専業主婦

家庭が標準世帯で、保育園に行く人はそんなに数はいませんということだ

から、その少ない人に対して行政が施してあげなさいと法律は言っていた

のです。
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　しかし今はどちらかというと、そうではありません。保育園に行くほう

が当たり前になってきた時代ですから、これを福祉サービスとして行うと

いう児童福祉法 24条の概念が今の時代にそのまま適用されて本当にいい

のか、疑問は少しあります。

保育園をめぐる問題―自治体が税金から負担している費用

　ですから、面白い現象があります。われわれもよく悩みますけれども、

お父さんも一流企業、お母さんも一流企業、年収 1,000万円、保育園に行っ

ています。確かにお母さん、お父さんが社会で明るく輝いて働くためには

必要な施策ではありますけれども、果たして福祉なのでしょうか？　年収

1,000万円ずつもらって、計 2,000万円の家庭が、保育園に預けることは

福祉なのでしょうか。施しなのでしょうかということは疑問に感じます。

　たしかに、サービスとしてはあるでしょう。こういったあたりのことは

これから議論をしていかなければいけません。ただ今の現実でいうと、児

童福祉法 24条は、親は見ていません。見ているのは、子どもです。子ど

もは親がいませんと 1人では生きていけません。この子たちの面倒を見な

ければいけないと法律に書いてあり制度上そのようになっているから、や

らなければいけないのだけれども、現実問題としてお父さんお母さんとも

に年収 1,000万円ずつ稼いでいる家庭の子を、福祉という概念で、かかる

費用に比べてとてもリーズナブルな保育料で保育園で預かることが果たし

て妥当かどうかということは、今後考えていかなければいけないテーマだ

と思います。

　中にはお父さんが年収 500万だけの子育て夫婦もいます。お母さんは自

分で子供を育てたいという家庭もあるでしょう。これも 1つの選択です。

どっちがいいとか言うことではなく、こういう家庭もあるでしょう。でも

この家庭の子供は保育園に行ってはいませんから、そのサービスは受けて

いません。そうなると年収 2,000万円の人に多額の税金が使われて、こち

らの人にはそういう税金が使われていない状況が、果たして公平といえる
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のかという疑問が生じてもおかしくはありません。

　皆さん、なかなか保育にかかる費用、つまり自治体が税金から負担して

いる費用のことを言われないのですが、保育にかかる費用のことを言いま

すと、ゼロ歳児を預かりますと、だいたい月に行政の持ち出しは 50万です。

50万赤字です。保育料を徴収しても、だいたい 40万から 50万ぐらいは、

皆さんの税金を使って、子どもたちを預かっています。ですから、だいた

い、5年間、杉並区に預けてもらうと、月 30年ずつぐらい区が持ち出し

ているとすると、年間 360万に 5年間かけると 1,800万円ぐらいでしょう

か。ゼロ歳から 5歳まで預かると、この子にこれだけの税金が投入をされ

ています。一方で、全く投入されていない家庭もあります。

保育園をめぐる問題―個人のライフステージと居住地選択に伴う自治体の

税財政上の苦悩

　さらに自治体の立場としては悩ましい問題もあります。東京 23区で例

えば杉並区で 2LDK、2DK を借りたら家賃が 15万ぐらいします。家を買

うと 6,000万、7,000万円もします。子どもが小さいときは部屋がなくて

も構いません。でも大きくなったら子ども部屋が必要です。2人分の子ど

も部屋が必要だとなると、家を買おうとなります。でも 6,000万、7,000万、

下手すると 1億円ですから、杉並では買えないということになります。そ

うすると、三多摩へとか、武蔵野、浦和、さいたま等へ移転していくケー

スがあります。そうなりますと、杉並区のことだけを考えると、保育のた

めに使った税金のこの 1,800万円は無駄とはいいませんけれども、フリー

ライドです。使われてしまったという現実があります。

　自治体の立場からしてもっと悲しいのは、この人たちが一生懸命働いて

税金を納められる世代の時は、例えば埼玉県にいたら、埼玉県に税収がい

きます。

　そして、そのうち老後を迎えます。子どもはお陰さまで独立しました、

家にいません。一軒家を買ったけれども、この一軒家は広過ぎます。これ



九
三

46 大都市における自民党所属の地方議員の活動実態についての予備的考察（田丸）

を売って、住みやすい便利な都心に戻ろうと、杉並区に戻ってきました。

3,000万で仮に売れて、3,000万円のお金で中古マンションなどを買って住

み戻ってきましたとしましょう。そうすると今度は老後ですから、福祉や

介護にそれなりのお金がかかるということになると、区の立場からしてみ

れば、お金のかかる時はこっちにおられて、税金を払ってもらえるときに

はこっちにいないことになります。地方自治体経営の目線から見れば、そ

ういうふうな切なさもあることも現実であります。あえてフィクションの

例も交えてお話ししましたが、保育園は、もちろん待機児童が継続的にゼ

ロになるよう整備されるべきではありますが、保育園を利用しない子育て

中の区民や、長いスパンで見た自治体の税財政の問題までも視野に入れる

と、保育園に関連してこれから議論されるべき大きな問題が横たわってい

るように思えるのです。

保育園をめぐる問題―建設反対の動き

　それから保育園に関連した新たな問題としては、杉並区でもありました

し、立川でも問題になりましたが、うるさいということで建設反対の動き

もあります。うちの隣の武蔵野市でもそういう意見が強くなり、保育園が

1つ開設に至りませんでした。時代の変化です。住民の意識、権利という

のは大事なのですが、子どもの声が聞こえるのは健全な社会だというふう

に思ってもらえる人も多いのですが、やはりそうではない、うるさい、騒

音だという声が大きくなっている現実があるのも事実です。

　住民の声を聞くことも大事なのですが、どこまで聞くべきなのか非常に

難しいです。保育園を必要している人も区民だし、公園を守ってほしいと

いう人も区民です。この利害は当然対立をします。このような利害対立を

どう解決していくのか、これからの行政には非常に大きな役割といいます

か、大きな仕事が課せられていると思います。
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行政サービスも多種少量の時代に

　高度経済成長期まで、あるいは昔の中央集権であった時代は、みんな食

うことに精いっぱいでした。食べられればそれでよかったのです。ですか

ら、行政としては今までは分かりやすくいえば、焼肉定食というサービス

だけを提供していればよかったのです。同じものをたくさんサービスする、

いわゆる大量生産大量消費の時代でした。昔の時代は、画一的なサービス

であってもそれなりの量を提示すれば、皆さん満足してくれたのです。み

んな焼肉定食で満足していたのです。おいしい、食べられたということ

だったのですが、今は焼肉定食だけではもう駄目なのです。焼肉を食べた

い人もいれば、魚を食いたい人もいる、野菜も食いたい人もいるというこ

とだから、そうなると、今は○のサービス、△のサービス、×のサービス、

いろんなサービスを住民の要求に合わせて提供していかなければなりませ

ん。

　会社でもそうですが、商品を作るときに、同じものをたくさん作るほう

がコストは下がります。いろいろな商品を少量ずつ作っていくと、それぞ

れコストがかかっていきますが、行政の場合もコスト、お金がかかる時代

にもなってきました。

高齢化社会をめぐる行政課題

　高齢者が増えてきたことも、行政には新たな課題が突き付けられていま

す。高齢者は生産性の点をみれば、やはり低いです。税金を納めることは

なかなかできなくなってきます。この観点からして、保育園の公園への設

置の反対にしても、それなりに理解できるといいますか、興味深い意見が

ありました。私はこの家を 7,000万ぐらいで買いましたと。これを売って

老人ホームか何かに入ろうと思っていたと。やっと来年ローンが終わる。

これが公園でなくなって、保育園になったら、俺の資産価値は減るではな

いか、7,000万だったものが 5,000万になるではないか、そうしたらここ

の老人ホームは 5,000万では入れない、差額のこの 2,000万円は、区が公
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園を保育園に変えたからではないか、だから 2,000万円を補てんしてほし

いぐらいだといったようなことを言っていました。

　金額が正しいかどうかは別ですけれども、言っていることは分かります。

この方の発言に表れていますように、お年寄りというのは、これからお金

をどんどん生み出す存在では正直ありません。資産をどう食いつないでい

くかというステージです。お金が入ってくるとなると、年金だけです。家

賃などの収入がある人は別ですが、一般の人は、そうやってどんどん切崩

して何とか暮らしていくわけですから、生産性はあまり高くありません。

　元気な人もいますけれども、年齢を重ねるごとに足が痛くなったり、い

ろいろな病気を患って医療も受けなければいけないし、介護のサービスも

必要になるかもしれません。あるいは予防の観点から健康施策のサービス

もしなければいけないということで、高齢化になると、行政の側もサービ

スをいろいろ提供していかなければいけないという点で、コストもこれま

で以上にかかってきます。

地域力・家庭力の低下と行政頼み

　それからもう 1つは、今までは地域で解決できた問題も、今はなかなか

よくも悪くも個人主義になりましたので、解決が難しいところもあります。

地域力、それから家庭力も減りました。ですから今までは地域で解決でき

た問題が、今はなかなか地域の中では解決できません。近所のお付き合い

でまあまあということができて収まっていたことも、行政がやらなければ

いけない場面も増えました。

　一番分かりやすいのは、ごみの集積所です。ごみを捨てるところです。

杉並区ではだいたい 10世帯に 1カ所ごみの集積所を作って、ごみを収集

してきました。でも今は、あそこの人はルールを守らないからあそこの A

さんとは集積所を分けてくださいとなります。そうすると今まで 1か所で

済んでいたのが、2カ所になります。というような形で、杉並区でもこの

10年ぐらいで 1万カ所ぐらい集積所が増えています。清掃車がごみを拾
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いに行くのが、今まで 1万カ所で済んだのが 2万カ所になれば、当然それ

だけコストが増えていきます。

　また、昔だったら、「そんなやつはちゃんと指導して、月曜日には燃え

るごみです、火曜日には何ですと俺が言ってきてやる」といった人がいて

くれて、地域でまあまあと収めることができたのですが、今は、「そんな

こと言ったら逆に殴られてしまうからやめておきなさい、お父さん」なん

て言われるようなことになってくるわけです。

　それから昔だったら、分かりやすい例でいえば、A さんの家があって、

B さんの家があって、A さんの家の前に猫の死体がありました。今は、も

しかしたら B さんの猫かもしれない、でも勝手なことをしたら B さんに

怒られてしまうからやめておきましょう。「お父さん、どうしたらいいか

なあ、行政に電話しましょう」となります。行政に拾ってくださいと頼む

ことになります。こういうふうなことも、昔はここで近所付き合いがあっ

たから、これは B さんの猫だから、B さんに声をかけて、「猫の死骸をちゃ

んと始末したらどうですか」と言えたのです。しかし今は、勝手に触った

ら何を言われるか分からないから、これは区に電話して区でやってもらい

ましょうなんていうことになると、行政の仕事はどんどん増えていってし

まいます。

　今までは家庭内で解決できた問題も行政に頼ってやっていかなければい

けないような事態も増えてきました。人間関係を構築するのがなかなか難

しい、あるいは希薄になってきた時代ですから、いわゆる家庭の中にもや

はり行政が入ってやっていかなければいけないのです。残念ながら、数年

前にありました。

　年金をもらっているお父さんがいて、もう 10年前に死んでいました。

ですが、この子どもが親の年金を欲しいがために、親を生きていることに

して、10年間、年金を違法に子どもがもらっていたという事件がうちの

区でもありました。ですから今は行政が「お父さん、お母さん生きていま

すか？」とまでは言いませんけれども、見回りのチェックに行っています。
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そういうふうな形で、行政がいわゆる民というか、家庭というか、そうい

うところにも介入をしてやっています。　

　児童虐待の問題もそうです。これは躾とも関連して非常に難しい問題も

ありますけれども、今までは家庭の中でということで、基本的に民のとこ

ろには行政は立ち入らないことになっていましたけれども、そうは言って

いられない時代が来ましたから、1人 1人を大切にする時代の中で、それ

ぞれの「民」のところに行政が入ってやっていかなければなりません。

　介護の問題もそうです。今はおじいちゃん、おばあちゃんも、老後の施

設、老人ホームに預けるのが当たり前です。数十年前までは、家で看るこ

とも一般的でありましたが、今は施設に預けるのは当たり前になってきま

した。それがいいか悪いかは別として、現実として行政がやらなければい

けない仕事はどんどん増えてきています。

全体最適と部分最適

　それから、さき程言いましたような利害の対立というものも、非常に今、

先鋭化する時代になってきました。まあまあという時代ではなかなかあり

ません。確かに主義主張をしっかりされることは大事なのですけれども、

これをどうまとめていくかとなると、どちらも正しい、どちらも間違って

いるみたいな部分もありますから、行政としては両者の間に入るのが非常

に難しい立場になります。

　 近よく耳にする言葉で、全体 適という言葉と、部分 適という言葉

があります。全体の利益としてどう考えるかということと、部分としてど

う考えるかということです。杉並区でも、保育園も大事ですし、公園も大

事です。住民にとってみれば、子育て世代としては保育園が欲しいのです。

公園のそばに住んでいる人は、公園を残してほしいのです。この部分 適

というのは、住民は自分の部分だけで物事を見るということを表すのだと

思いますが、ある意味それは仕方がありません。住民ですから、別に議員

でも、行政マンでもないのですから。ただ区としては、全体を見渡して、
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公園をどうする、保育園をどうするということをバランスよく考えていっ

て、ある程度住民の合意を得ながらやっていくというような作業がこれか

らは必要です。

地方議員とお金―報酬、政務活動費、費用弁償

　 後に少しだけお話したいのですが、皆さんも気になっている、われわ

れの給与などのお金に関する事柄です。私たち議員というのは、こういう

形でお金をもらっています。まず報酬です。それから政務活動費、そして

費用弁償、簡単にいうと、この 3本立てです。

　杉並区議会では、これは額面ですが、月に 60万円です。これは額面で

すから、手取りはもうちょっと低いです。政務活動費は 16万円です。そ

れから費用弁償はゼロです。費用弁償とは何かというと、1回議会に出ま

すと、交通費みたいな形でお金が払われています。実は私が 初に当選し

た 20年ほど前は、杉並区から 6,000円が支給されていました。私ももらっ

ていたとはいえ、これは変なお金だなと思っていました。確かに交通費は

必要です。それから弁当代みたいな意味も昔はあったようですが、なぜか

6,000円と決められていました。同じ杉並区の中にある議会ですから、往

復 1,000円かかる程度のものが、なぜ 6,000円出るのかという不思議があ

りました。ですからこれはうちの区では 10年前に私が議長をやっている

時に議会の合意を得て、ゼロ円になりました。ただこれは今でも東京都議

会では、1万円出ています。23区に住んでいる東京都議会の議員さんが、

都庁の議会に出るときに 1万円出るという形になっていて、これは問題で

はないかといわれています。

政務活動費の厳格化

　次に、 近問題視されている政務活動費、これに関しては、私どもは月

に 16万円もらっています。

　これは兵庫県の号泣県議の野々村さんが城崎温泉へ出張だ、東京へ出張
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だと空出張を繰り返して詐欺になりましたけれども、正直に言いまして、

うちの区ではああいうことは起こり得ません。なぜかというと、あれはも

う完全にシステムの問題です。あれは兵庫県の県議会のシステムが甘過ぎ

ます、証拠書類もずさんでした。そういう現実があったと思います。

　ただこれに関しては実は、もう少し本音レベルの話をしますと、第 2給

与の側面があったことも事実です。これは昭和の時代ですが、給料をどん

どん上げるわけにはいきません。そこで、政務活動費が増額されていった

という背景もあります。国会に文書通信費というものがあり 100万円出て

いますから、これに似たようなものを作って、お金をもうちょっともらい

ましょうということがあったことも事実でしょう。

　ただこれがきちんと条例化、法制度化がされ、平成 13年ぐらいからは

システム化されました。私が議員になったころまでは、本当に領収書も何

も要りませんでした。ただ平成 13年ぐらいからは、きちんと記録を取っ

て処理しなければいけませんということが、国の法律で決まりました。当

然のことだと思います。それを受けて、システムをいろいろ決めてやりま

した。うちの区でもいろいろ試行錯誤しながら行いました。また当然では

ありますが、私どもの区や区議会にも、オンブズマンから指摘もありまし

た。

議員の仕事はどこまでが「公務」なのか？

　政務活動費自体は、私はやはり必要だと思っています。議員の仕事とい

うのは、非常に複雑な仕事です。確かに本会議や委員会というのは、年に

あるのは 100日です。ではその 100日だけ仕事をして、残りの 265日とい

うのは寝ているのですかというと、決してそうではないです。例えば議会

に議案が出たら、それに対して調査もしなければいけない、調べもしなけ

ればいけません。それから地域の住民の方から、例えば「あそこの川が氾

濫しそうだけれども何とかなりませんか、富本さん。」と言われれば、そ

こを見に行くということも当然、仕事です。それからそこで住民の方と対
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話をすることも仕事です。

　ただそれは「公務なのですか？」と言われると、「公務」だと思うけれ

ども、議会に出ているわけではないから「公務ではない」と言えるように、

非常に境界線が難しいのです。どうしてかと言いますと、結果的にやはり

選挙に受からなければなりませんから、選挙に受かるという立場からいえ

ば、当然それには選挙活動の色合いもゼロではありません。そうなると、

その議員 1人の仕事は、ある仕事をしても、ある電話をしても、政治活動

なのか、政務調査活動なのか、後援会活動なのか、選挙活動なのかという

のは非常にあいまいです。

　例えば私が運動会に来賓で呼ばれました。公務といえば公務でしょう。

でも選挙に出るために皆さんに顔を売るという面もたしかにあるでしょ

う。選挙のときにあの人を見たから票を入れよう、あの人は地元だから入

れようという人もいます。それがないといったら、嘘になります。このよ

うに議員の仕事は、1つの仕事をするにしても、非常にいろんなものがま

ぜこぜで入っています。ですから会社員の仕事のように、これが経費でこ

れは経費ではありませんと区分することも難しいですし、5時 15分まで

は仕事でそこから先はプライベートですというような仕事でもありませ

ん。この辺りはわれわれの仕事というのは難しいのです。

　分かりやすい例でいえば、うちの区では自分の政治活動を報告する新聞

を作ったら、中身を選挙活動などと按分して費用の請求をしなさいと言わ

れます。そのような新聞をこの政務活動費を使って作るなら、10万円か

かったとしたら、政務活動というか区政の報告に関することが何％書いて

あるかということです。例えば、裏面は全部区政のことを書いてあります

が、表面のここの名前と顔のところは区政報告とは違うのではないですか

と判断され、ではこれは按分し 80％ということにして 8万円請求してく

ださいというような形になります。　

　携帯電話の使用料も同様です。携帯電話にも仕事の電話がかかってきま

す。いろいろな電話がかかってきますけれども、当然プライベートもあり
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ます。ですから携帯電話に関しては、うちの区では 50％を、例えば月の

料金が 1万円だとしたら、5,000円を政務活動費として認めましょうとい

うようなことが、事細かくまっています。

　面白いといいますか、似たような例がありました。ある議員が封筒を作

りました。これは私ではなかったのですが、この封筒というのは、区政報

告を送るための封筒です。それほど深い意味ではなく、富本卓講演会と書

いた封筒だったのです。そうしたら、入れているものは区政報告であって

も、一円も認められませんでした。それは後援会活動で、政務活動ではあ

りませんということになって、このように一円も認められなかったケース

もありました。

　というようなことで、うちの区ではそういうことは事細かく、視察も 1

回行ったら報告書を提出していますから、あの野々村さんみたいに、行っ

てもいないような出張をでっち上げることはできません。誰に会って、ど

ういう資料をもらってというようなことを写真入りで提出しなさいという

ことになっています。ただこの政務活動費も、東京都議会では月 60万で

すが、ない田舎の市もあります。

報酬は妥当な額か？

　 後に報酬に関してお話しします。うちの区は月 60万ですが、このよ

うに特別区は結構もらっているほうだと思います。田舎の地方の議会など

に行くと、いまだに 20万とか、そういう市もたくさんありますから、地

方議員全体としてみると、実は報酬だけでは食べていけない現実もあると

思います。

　これはなぜかというと、どちらかというと、議員をやるというのは、昔

は名誉職だったのです。地域の名士みたいな人がやるということだったの

です。昔は郵便局長、駅長、学校の校長というのは 3大名士などと言われ

ていたそうですが、地元の地主さんやそういう地元の顔役と言いますか名

士が議員をやるのですから、どちらかというと、お金よりも名誉のために
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やっているというような時代がありました。

　けれども、今は私も含めて、もう私も若くないけれども、私も 初に議

員になった時は 31歳でしたけれども、今は 20代の女性議員もいます。そ

ういうことを考えていきますと、名誉職の時代とは違う時代です。議員の

年金は今もう廃止になりましたから、老後の保障は私どもは国民年金です。

それから健康保険も国民健康保険です。受かっている 4年間はこれだけも

らえますけれども、落ちたら一銭もお金はもらえませんから、ある意味収

入保障も、失業保険もありません。そういう意味においては、これから若

い人たち、例えば 20代 30代で子どもを 3人抱えて杉並で生活している議

員は（杉並区議会議員は杉並区にしか住めません。他の区に住んでは当然

いけません）、そうするとやはり持ち家の人はまだしも、家賃を払ってい

る人はこの金額で賄えるのかしらと少々心配に思うところもあります。こ

の辺りもいろいろ意見は分かれるかもしれませんが、そういうふうに見る

ことができるのではないでしょうか。

　このような形で、今日の話は終らせていただきます。ご清聴、ありがと

うございました。

司会：富本さん、熱のこもったお話、ありがとうございました。

会場：（拍手）

学生からの質疑

学生 A：富本さんに質問があります。よろしいでしょうか。

富本：どうぞ。

近くて遠い存在の地方議員と接点を持つ方法は？

学生 A：冒頭でもお話があったのですけれども、都議会が一番近くて遠い

みたいなお話がありました。僕は埼玉に住んでいるのですが、市議会が一
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番近くて遠い存在にも思います。やはり僕の地元のほうでも、地元の名士

の方とか、そういった方が主に議員をやられているので、やはりちょっと

議会との距離を感じてしまいます。

　ですが、ちょっと市議会に興味を持って、市議会便りとかを読んだりし

ているのですが、一般人と市議会や議員との関わり方というのが、もう少

し方法がないのかなと思っています。こういった点について、何かお話を

伺いたいと思っています。

富本：今は、やはり 1つは SNS はあると思います。それとこれは正直、

あとは人にもよるのだけれども、気さくに「会ってください」とお願いす

ると、会ってくれる人も結構いるし、話ができる人も結構いると思います。

　それから、この間、僕はたまたまインターンの学生を受け入れたことも

あったのです。ですからそういったインターンの登録をして、地元ではな

いかもしれないけれども、受け入れてくれる議員さんに付いていくという

こともあります。あとは、先ほど申し上げた地域のイベントなどにも行っ

て、そういう人がいたら、声をかけてみたら、意外と若い人の声を聞いて

くれる政治家もいるかなという感じがします。

　この話もできませんでしたが、議員によって、時間の使い方や、政策の

考え方、何を政策のテーマとしてやるかなど、100人いたら 100とおりで

す。僕はどちらかというと、スポーツですとか、商店街の活動とか、町会

の活動とか、そういうところに力を入れています。それから政党に属して

いる、属していないでも変わってきます。無所属の人は、別に誰を応援し

たっていいわけです。都知事選挙の時は、自分も一住民だからです。でも

われわれは党に入っている党員ですから、党のために党の仕事としてやら

なければいけない仕事もあります。

　このように同じ 24時間であっても、24時間をどう使うかは、その議員

さんによって全然違います。ですからインターンも本当は 3種類ぐらい

行ったら、もっと面白いです。そういうところで、自分に合う人をどうピッ
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クアップすればよいのか、あるいは政治についての目を養うこともできる

かと思います。選挙で投票する時には、そういった目を養っていてもらい

たいのです。

　ところで、埼玉のどちらですか。

学生 A：埼玉の X 市というところです。

富本：微妙なところですね。さいたま市などでしたら、いわゆる無党派層

が多い地域だから、議員はそういう名士さんばかりではないと思うのです

が…。

学生 A：土地柄、やはりどうしても地元の…となりますよね。

富本：出ている人がどういう資質の人なのかにもすごくよると思います。

いかにもおじさんで、一般の住民と接点をあまり持とうとしない議員もい

ます。

　変な話ですが、選挙というのは面白くて、仮に有権者が 5万人いたとし

て、当選ラインが 1万人だとしたら、1万人に好かれて、4万人に嫌われ

ても、受かればいいのです。あなたが 4万人の中に入っても構わないとい

う議員さんも、なかにはいるのです。いや、私は 5万人の代表だから 5万

人の声を聞くという姿勢の人なのか、1万人の後援会だけ固めますという

人なのか、そこは本当にその人の資質によります。

　今日は都や区の制度のほうに話が行って、区議会議員の現実の話があま

りできなくて残念ではあります。質問されたような話題は、あまり深いと

ころまでお話しすることができませんでした。

　質問の趣旨からは少々逸れるかもしれませんが、埼玉の県議会の議員に

何人かメールをしてみて、5人ぐらい何となくメールをしてみて、誰がき

ちんと対応してくれるかなどを見てみるのも結構面白いかもしれません。
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　「地元のことの要望ではなくて、地元の要望だったら X 市の議員さんに

言うわけなのだけれども、僕はちょっと県議会に興味があって、県議会が

どういう仕事をしているのかちょっと勉強をしたいのですが、会ってお話

をしたいので、1時間ぐらいお時間を取ってくれませんか？」とお願いし

た時に、どういう反応をするかは、本当にその人次第だと思います。

学生 A：なるほど、参考になりました。トライしてみたいと思います。

司会：富本さん、改めまして、貴重なお話をありがとうございます。（拍手）

小括―若干の検討と今後の研究課題

　以上、富本区議による平成 27年度、28年度の講義録を見たが、過年度（25

年度、26年度）との比較も交え、若干の検討を加えたい。ここでは、区議

の講義でしばしば取り上げられるオリンピック招致、保育所の問題、政策

投資効果（複数の政策効果を期待する）を取り上げることにする。

　まず 2020年のオリンピック・パラリンピックに向けての活動について

は、26年度に続き、今回の 27年度の講義でも詳しく言及されている。そ

こでは、政策の良しあしについて、特に政策立案において、自身の中で複

数の効果や理由付けを考慮するよう心掛けている点が改めて確認された。

具体的にはビーチバレー用のコートの整備について、26年度の講義では、

①費用が低廉、②園児の砂遊びの場としても活用、③子ども・高齢者の足

腰強化、④裸足の文化（老若男女が楽しめる）の 4点を推進理由に掲げて

いた 6。翌年の 27年度の講義では、さらに⑤ラグビーチームや幼稚園か

らの利用申し込みも期待できる点も力説された。政策立案あるいは事前評

価の段階において、推進すべき政策には複数の効果があり、より多くの人

 6 田丸（1995）p.48を参照。
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が幸せになる、そして後々も利用可能性が高いといった点について継続的

に丁寧に検討し、政策の合理性を構築している点を我々は改めて確認でき

よう。

　次に、保育所の問題について振り返ってみたい。そこでは特に、社会情

勢の変化を踏まえ、当該政策について見落とされている論点を掘り起こし、

政策を前進させつつも、立ち止まって熟考する必要がある、あるいは中間

的な政策評価を行うべきと訴えているように見える。すなわち今回の 28

年度の講義では、一般的な議論では触れられない視点にも目を向けること

の重要性を訴え、そしてそのような視点も取り入れたうえで保育園をめぐ

る政策の再構築を目指すべきと力説されているのである。具体的には、例

年の講義と同様に 7、まず「制度と社会状況の乖離・世代間のギャップ」

の問題として保育園を取り上げ、当初は保育に欠ける少数派の人たちのた

めに制度設計された「保育に欠ける」という概念が、今の社会状況に合っ

ていない点を指摘する。

　そのうえで 28年度の講義ではさらに、自治体経営の苦悩についても表

明されている。すなわち、待機児童の問題は喫緊の重要な課題であり区と

しても 優先で全力で取り組むべき課題であることには同意しつつ、個人

の費用の負担のあり方や、個人のライフステージにおける居住地選択に翻

弄される自治体の税財政上の苦悩についても踏み込んだ主張がなされた。

　この苦悩は公共サービスの供給における費用負担に関する問題ではある

が、同時に現在の自治体の枠組みを超えた広域的なサービスの供給と財政

負担のあり方や、行政と民間の役割分担にも関わる問題とも言えよう。

　以上、2つの政策課題について講義録に現れた区議の考えを手短にまと

めてみたが、そこに共通して見られるのは、政策立案の段階あるいは自身

の中で政策を考える際に事前評価の視点を重視している姿勢 8、あるいは

 7 田丸（1994）pp.11-12、同（1995）pp31-33を参照。

 8 しばしば指摘されるように、課題解決のための政策というプログラムそのも

のの妥当性と有効性を考慮し検討することが政策の「事前」評価であり、事後的
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政策について継続的に評価を試みる姿勢である。これは富本区議が決算委

員会を重視していることにも繋がるし、また厳しい財政事情さらにはさま

ざまな考えや立場の区民の理解を得る必要性の観点からも、納得のいく姿

勢である。

　 後に今回の講義録を踏まえ、筆者がいっそう興味を覚えた事柄につい

て述べたい。これは今後の研究課題に通ずるものでもある。

　まず、今回の講義録でもさまざまな政策課題に対する富本区議の考えや

苦悩が明らかにされたが、ではそれをどのように表明し訴えているか、す

なわち内面から外面への発現過程にも関心が高まった。例えば区議会では

どのように発言・意思表明されているか、そしてそれは有権者にどのよう

に響いているかあるいはいないのか、さらには支持者との諸会合、区民や

業界団体との意見交換の場、SNS、街頭演説等などにおいてはどのように

発言・意思表明をされているか、そしてそれは相手方にどのように響いて

いるかあるいはいないのかといったあたりである 9。

　富本区議自身も、「全体 適と部分 適」という用語で、厳しい財政状

況での公共サービスの取捨選択、あるいは利害の対立する場面でのバラン

スの取れた政策立案・決定の重要性を講義ではしばしば訴えられている。

このように有権者あるいは（潜在的な）支持者にとって必ずしも心地よく

ない政策理念をどのように訴え理解してもらうのかとの点については、あ

まりに難しい問題であり正解の導きようもないが、立場や党派を超えて取

評価だけでは失敗した時の社会的損失が大きくなるため、「事前」評価が重要

ということになる。例えば森田朗『新版　現代の行政』第一法規、2017年、

pp.186、195を参照。

 9 前掲注 3で見たように、例えば保育問題のシンポジウムでは、全体 適と部

分 適の問題あるいは厳しい財政状況での公共サービスの取捨選択の問題を踏

まえつつ、保育園の整備について、次のように率直かつバランスの取れた主張

がなされれている。「杉並区では 24日、保育問題のシンポジウムに地元区議も

出席、当事者の訴えに耳を傾けた。…自民党の富本卓氏は「保育園だけ造れば

いいわけではない。少子高齢化で財政も苦しい」としながら「皆さんと建設的

な話をし、いいものは杉並で取り入れるよう頑張る」と表明した。」（『東京新聞』

2013年 3月 25日朝刊）



七
八

61大都市における自民党所属の地方議員の活動実態についての予備的考察（田丸）

り組まれるべき課題であるとも考えられる。

　次に、スポーツ議員連盟の活動のような党派を超えた連携は具体的にど

のようになされているのか、異なる会派の議員などからはどのように受け

止められているのか、そして自民党の会派単独では成し得なかったであろ

う政策帰結（党派を超えた活動の成果）がどのように現れてくるのか、さ

らには連携が他の政策にも波及し得るのかとの点にも興味を覚える。

　以上の 2点も軸としつつ、区議の活動を継続的に観察することにしたい。

平成 29年 12月脱稿




