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「調査なくして発言なし」とは公明党の伝統です！会派
の調査研究の成果を定例会ごと「通信」として発行して
います。ご意見、ご感想をお待ちしています！
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◇ ①中期財政運営計画を示せ！②行政の執行権と議会の議決権の関係は
◇ 家庭用LED照明購入に支援制度がスタート！

50号に寄せて ◇ 近所の力が孤立死救う
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① 地域の再生こそ大切 ② エネルギー自治を目指して
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成24年 度予
算がスター

予

算に対する総括質疑は3/7.8に行わ
れた。私は１）中期的な財政運営の

ト し た 。 震 災 後、 方針と財政情報を区民にわかりやすく示
初 の 予 算 と な る。 すための行革大綱または財政白書の作成
何を目標に、ど

を提案した。それなくして皆で公共を担

いういう視点を

い「参加と自治の社会」を築くことはでき

持って編成され

ないからだ。２）また、議会の議決権と行

たのか。多くの

政の執行権の関係についても質問した。

区民が注目して

自治法には多くの首長権限が保障されて

いる。この点、

いるがその執行権の行使には議会の議決

なによりもまず無駄使いを排し、効率的

が必要とされた。この関係が曖昧だとた

な財政運営を行うことと、大震災の教訓

だした。曖昧では理想とされた「二元代

としてその重要性が認識されたコミュニ

表制の均衡と抑制」が機能しないからだ。

ティの形成または共同体自治の再生を目

を目標として予算を編成するのか今

標とした予算とすべきだろう。（会派と

何

して昨年12月に予算要望）

きたい。予算は区民のものであるからだ。

後も区民と議会と行政は共有してい
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3月8日予算特別委員会における総
括質疑（趣旨）

区の財政運営はどのように行われている
のか、また財政状況はどうなっているの
か、知りたくともかって示されていた行
革大綱や財政白書は今は作成されておら

地域の再生こそ大切

４

ずわからない。あるのは広報に載る単年

月25日東京新聞社説「命への想像力をもっと」
は、孤立死問題がテーマだった。この問題に

度の財政情報だけである。今は、行政が

対し、“行政に何とかしろよ”という論調ではなく

主で社会が従であるかのような、また行

初めて地域共同体の再生こそ大切であるとした。大

政に依存して何とかなった時代ではない。

いに同感だ！以下社説の後半部分を引用する。
「立川市は役所に散在する情報を共有し、サービス

地域社会があくまで主で、公共は皆で担

の利用状況を点検したり、緊急事態に対応したりす

い社会がうまく機能していくようせねば

る手だてを考えるという。孤立死の経験から北九州

ならない。つまり「参加と自治の社会」

市では行政が外に飛び込んでいる。地域ごとに担当
者を決め、見守りや手助けが要りそうな住民の情報

を築いていく時代だ。税の使い道を皆で

を足で稼ぎ、役所につなぐ。地域と二人三脚で寄り

考え決めていくことはその基本だろう。

添う。全国的には行政が独占する弱者の個人情報を

そこで、中期的な財政運営の方針や財政

地域に提供し、見守りや安否確認に生かせないかと
論議もされている。しかし、これほど行政に頼りきっ

情報をわかりやすく示した行革大綱もし

てしまう社会でいいのだろうか。孤立死は、それを

くは財政白書の作成を提案する。所見は。

防ぐのは本来、地域社会の役割ではないのかという
問いを突きつけている。マニュアル、合鍵、個人情

答

報は孤立死を防ぐための道具でしかない。それを有
効に機能させるのは人間だ。一人ひとりの気遣いや
思いやり、そんな地域の再生こそ大切なのではない

区長答弁（引用）
中長期的な財政の見通しについて、

もう少し精度の上がるものをつくらせて

だろうか。北沢さんは「人間の命は情報のようなも

いただきたいと思う。それがイコール、

ので救われるわけではない」と言う。助けた女性の
先行きに気をもんでいる。足腰が弱り、退院しても

大串委員のいわれるような行革というも

独り暮らしはもはや無理かもしれない。老人ホーム

のまで組み込めるかどうかは大変我々の

を探さなければならないと考えている。

ほうも悩んでいるところだが、できるだ

地域再生は大きな課題だ。心温まる“おせっかい”
を増やすことかもしれない。」

けそういうご趣旨に沿うように、我々の

（下線は大串）

ほうでこれから作業をしていきたい。
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3月7日予算特別委員会における総
括質疑（趣旨）
議会としては、執行機関が作成した「予
算の概要」に掲載せれた事業を中心に予
算審議を行っている。ところが、そのう
ちいくつかの事業が議会の議決を経る前
に執行されている。たとえばスクールラ
イフサポーター事業などだ。首長には自
治法138条以下多くの権限が与えられてい
る。例えば執行権である「首長は地方公
共団体を総括し、これを代表して、地方
公共団体の事務を自らの判断と責任で管
理し、執行する（自治法147条、148条）」。
しかし、この執行権行使には議会の議決
が必要なこととされた。（自治法96条、
予算の議決）。首長の権限を法的にも議
会が牽制できるようになっている。本来
の二元代表制の均衡と抑制の理想を目指
したものでもある。たとえ一部の事業と
はいえ、議会の議決前に執行するという
ことは決してあってはならない。議会の
議決権と首長の執行権の関係をどう認識
しているのかを問う。

問
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エネルギー自治の確立に向けて
3.11東日本大震災とそれに伴う原発事故から一年
以上が経過した。私たちはこの震災と事故から何を
教訓としていかねばならないのか。国は昨年の12月
に原発事故収束宣言を行ったが、この教訓について
は未だ明確なものは発表しておらず曖昧なままだ。
災害は、社会が抱える問題を断層のように浮き上
がらせる。この度は、防災対策や原発政策は勿論だ
が、むしろ日本社会のあり方そのものの問題が浮き
彫りになったように思う。それは、依存する社会の
脆弱さだ。原子力へ依存し、行政へ依存し、国家へ
依存するということに慣れてしまい、警戒するどこ
ろか過度な依存となり、地域のコミュニティや共同
体を空洞化させ社会が脆弱化していくという問題だ。
孤独死や自殺、乳幼児虐待や高齢者所在不明問題な
どはまさに脆弱化した社会の現象といえる。
ギネス級の防波堤があっても多くの犠牲者をだし
たところもあった。逆に、釜石では子どもたちに
「想定にとらわれるな」と、依存することを戒め自
らの判断と行動の大切さを教え、多くの子供たちは
助かった。いわゆる「釜石の奇跡」だ。まさに依存
する社会の脆弱さとそこからの転換の必要性を教え
てくれている。
そこで参考にしたいのが、1986年のチェルノブイ
リ事故後の欧州特に北欧各国の自然エネルギー化へ
の取り組みだ。単に電源の種類や発電の問題に終始
することなく地域に参加と自治の拠点としてのエネ
ルギー事務所をつくりエネルギー施策に取り組むな
かで共同体自治を育んでいった。すなわちエネルギー
自治への取り組みだ。エネルギー政策に地域として

政策経営部長答弁（引用）
大串委員のご指摘のありました件
につきましては、議決権が損なわれない
よう、十分配慮していきたい。

答

取り組むことによりコミュニティが強化され共同体
の自治へ向かうことは何より重要なことである。自
治体レベルにおいても改めてのエネルギービジョン
やローカルアジェンダ21の策定が求められている。
エネルギー自治への取り組みは、依存する社会から
参加と自治を基本とした社会
への大きな転換となるだろう。
またこの度の教訓を生かした
ことになり、震災と原発事故
で犠牲となられた方々や被害
に遭われた方々へ応えること
になると思う。
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新聞がニ～三日たまっているのを不審に
思った近所の方が、私に電話をくださった
おかげで、一人暮らしの八十六歳の知人は
助けられた。
夜、急な電話を受け知人宅へ飛んで行く
と、中からテレビの音は聞こえるが、応答
はなし。隣の方に事情を話し、ベランダを
通り抜け、部屋に入ると知人が倒れていた。
脱水状態でかすかな意識のなか、救急車
で病院に運ぶことができた。知人は部屋で
転んで骨折、痛くて動けずそのまま三日が
たってしまったとのこと。

クオカード エコ・アクショ
（円）
ン・ポイント

5000円～9999円

年

主婦 北沢 紀子 68（江東区）

庭 用 LED照
明の購入
に補助制度を設
けてもらいたい
と多くの皆様か
らご要望が実現
しました。
区内の電気店で
LED照明を5000
円以上購入する
と、以下の表のように購入金額に応じク
オカードまたはエコアクションポインン
トを貰うことができます。
LED購入金額

24 夏

最近、近所付き合いがないため、誰にも
知られず孤立死に至る事件が多い。ちょっ
との変化に気付いて連絡をくれた近隣の方
には本当に感謝の思いでいっぱいだ。
これから先も大きな災害があると予想さ
れる都会の中で、近所の人たちと声を掛け
合うことが大事だとつくづく思った。

申請方法は、LED照明購入の領収書または
レシート、そして住所を証明できるもの
を区の温暖化対策課（電話03-5211-4253）
に持参し、申請してください。
なお、エコ・アクション・ポイントにつ
いては http://eco-ap.jp/ にわかりやす
く説明されています。

↑上記は、4月18日 東京新聞「発言」へ
の投稿記事です。ご本人の了解を得てそ
のまま掲載させていただきました。なお、
「発言」への投稿を受け東京新聞よりさっ
そく北沢さんへ取材があり、社説（コラ
ム１で紹介）となったそうです。
誤りだったことが大震災は明らかにした。今度こそ、依
存する社会から参加と自治の社会へ変わらねばならない。

◆編集後記
域社会がうまく回ることがなにより優先されなく
てはならない。これは大震災の教訓だ。日本では
長く行政に対するお上意識が続き、社会は行政に従って
いればすべてうまくいくと思っていた。しかし、それは
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