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い っ ぽ ん！
■ご挨拶
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市民厚生常任委員会
一般廃棄物最終処分場調査
対策特別委員会 副委員長

新しい年を迎え、心新たに毎日を
お過ごしのこととお慶び申し上げま
す。
しかし、国政は混迷の度合いを深
め、景気回復に向けて明るい光も感
ずることの出来ない厳しい状況で
す。 月 日にヒスイ王国館で行わ
れた泉田知事の講演では、１９３１
年に就任した高橋是清蔵相の経済政
策を例にした景気浮揚対策について
のお話しがありました。
「国内総生産（ＧＤＰ）のうち、消
費が約６割を占め、約３割弱が設
備投資、その他が政府支出と貿易
差額といわれています。しかし、
約６割を占める消費はあまり変動
しません。変動するのは投資なの
ですが、今のデフレ経済下では、
企業は投資もできない状況です。
あとは政府支出を増やすしかない
のです。
今こそ、インフレターゲット政
策を行うことによって、有効需要
を増やし、その結果企業の売上高
が増えていく。そして、給料の手
取額が増えていくというマクロ経
済環境をつくらない限り、日本経

済は立ち直っていかないのではな
いかと思います。」（知事のお話
とメールマガジンから）
難しい内容ですが、分かりやすい
お話しでした。デフレ下で、財政再
建政策をとったのでは、益々不況に
陥るので、政府支出を増やしてで
も、世の中に回転するお金を増やし
て経済を立て直した後に財政再建に
取り組むべきだということです。
「国は全く分かっていない」とい
うことから、出席者からは「泉田知
事をしばらく国にお貸ししようか」
という冗談も出ていました。

ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携
協定）加入にむけての交渉に参加す
る方針で進んでいますが、ＴＰＰの
交渉に参加することすら反対する声
があります。農業にとっては未曾有
の危機だと言われていますが、かと
いって、日本経済全体の問題である
だけに、ただ反対したのでは日本経
済全体が沈んでしまい、なお一層の
経済不況を迎えてしまう可能性が大
いにあります。ＴＰＰに参加を検討

するには、国内農業の存続をかけた
今まで以上の取り組みが求められる
ということでしょう。今しばらく、
国の動向や色々な情報を見ないと、
地方としても打つ手がない現状で
す。報道によると、泉田知事も米は
除外するべきと考えているそうで
す。
知事と経済や教育の問題をお話し
し、楽しい時間を過ごすことができ
ました。

■糸魚川駅周辺の活性化

新幹線開通を４年後に控え、新幹
線活用による市街地活性化の方向性
が具体的に示されなければならない
時期になっています。
新政会では、 月に東洋大学の石
井晴夫教授との新幹線関連問題につ
いてのヒアリング、佐久平駅周辺整
備に関する調査、仮称新上越駅周辺
整備計画に関する調査を行ってきま
した。
郊外に建設の両駅に比較して、糸
魚川駅は中心市街地の現駅に併設す
るという条件の違いがあり、ここに
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賑わいは創出できないということで
す。

新上越駅周辺整備図です。ここ
も、車社会に対応した街づくりをし
ています。商業地域と住宅地域を明
確に区分けした区画整理事業を行っ
ていて、区画整理で約 億円、 軒
を移転した事業だそうです。
現脇野田駅を移設して新幹線駅と
併設にするため、区画整理を含めた
総事業費は 億円の大きな事業とな
っています。
糸魚川市は、平成 年度に「北陸

150

と言われ、佐久平駅周辺と仮称上越
駅周辺の調査を行いました。

佐久平駅周辺の航空写真です。田
んぼの真ん中に新しい街がつくられ
たことがわかります。ポイントは、
郊外型の街並みをつくっていること
です。
糸魚川駅は中心市街地の現駅に併
設ですから、大きく条件が異なりま
すが、そこに大きなヒントがあると
考えます。
駅周辺を車社会に対応できた街に
再構築しなければ、糸魚川駅周辺の
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ビーでしば
し歓談、終
了後は、食
事をご一緒
させていた
だきまし
た。
そのよう
なご縁で、
今回大学に
お邪魔した
のですが、
色々な専門
家ならでは
の情報をい
ただき大変
勉強になりました。
石井先生は「糸魚川市には大きな
可能性がある」と言ってくれていま
す。しかし、全国の新幹線沿線をみ
ると成功例と失敗例が両方見られま
す。これは「厳しいチャンス」であ
ることを示唆しています。「このチ
ャンスをものにできなければ没落」
とも言えるでしょう。
失敗例には「駅だけつくっても・
・・」が多いようです。
成功例は、駅周辺に車社会に対応
した街並みを形成しているように思
えます。また、駅周辺はその土地の
地主さんだけの問題ではなく、糸魚
川市全体の問題です。地主さんの意
向にだけ目を向けていたのでは、糸
魚川市の全体像が見えなくなってし
まいます。
「是非、佐久平を見て下さい。必
ず糸魚川市の参考になりますから」
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周辺整備・活性化計画の大きな差異
が見られます。田園の真ん中に建設
された佐久平駅と糸魚川駅の中間的
モデルが仮称新上越駅ですが、佐久
平駅、新上越駅の両方とも駅周辺開
発の意図がはっきり読み取れます。
糸魚川市はどの区域をどのように
活性化していくのかが曖昧のまま進
んでいます。
東洋大学の石井教授は、昨年１月
に「大糸線・北陸線を守る会」主催
の講演会で糸魚川市を訪れました。
その際、色々お話しして以来、懇意
にしていただいています。
その後、今年９月にも「知事のタ
ウンミーティング」のコーディネー
タ役として再度、糸魚川市に来てい
ただきました。来糸前にはお電話を
いただき、行事の始まる前に会場ロ
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平成3年撮影
平成20年撮影

タウンミーティングの様子

新幹線糸魚川駅周辺整備構想」を策
定し、これに従って整備を進めてい
ますが、残念ながら、抜本的対策に
なっていません。「必要条件」は含
まれていますが、総合的に「十分条
件」になっていないのです。
今この時期が見直しの最後のチャ
ンスです。根本的問題「車社会への
対応」についても見直し、市民に分
かりやすい「グランドデザイン」を
示し、行政がイニシアチブを取って
官民一体となって取り組まなければ
なりません。
今回の一般質問では、「総合計画
後期基本計画に盛り込み、グランド
デザインを示す」方向で答弁を頂い
ていますので、期待して見守りたい
と思っています。

駅周辺整備構想図

■子ども一貫教育方針
４月にこども課が設置され、「０
歳から 歳までの子ども一貫教育方
針」も定まつて「日本一の子どもを
はぐくむ」がスタートしました。
９月議会の一般質問で現時点での
課題と今後の方向性について取り上
げました。
私は「日本一の子どもを育てる」
と聞いた最初から、「日本一の、子
どもを育てるシステムづくり」だと
言い続けてきました。「日本一の子
ども」ではないと。今回は初めてそ
の方向の答弁がありました。行政側
が「システムづくり」「仕組みづく
り」といったのは初めてです。
■「日本一の子どもをはぐくむ」と
は？
「０歳から 歳までの子ども一貫
教育方針をご理解いただくために」
という文書が出ています。そこの中
に、「日本一の子どもをはぐくむこ
と」という項目があって、そこを読
んでみて、それでその中に「日本一
という心構えを持ちながら取り組
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み、努力し云
々」というの
があります。
「日本一の
心構えを持っ
て取り組め」
と言われると
私には理解で
きないので説
明できない。
「日本一」ということになると、
わからなくなっちゃう。私が分から
ないということは、市民のある程度
の人は分からないでしょうね。とい
うことは、どう取り組んでいいかわ
からなく、焦点がぼけてしまうとい
うことです。この点について、もう
少し明確にちゃんと説明する必要が
あるんじゃないか。

◆教育長 日本一の子どもをはぐく
むとは、日本一の子どもをはぐくむ
シ ステ ムを 整 え、 ０ 歳から 歳ま で
の一貫した考え方、方法で、熱意を
もって市民総ぐるみで子どもの教育
を推進するということであります。
今年度取り組んでいる基本計画の作
成は、その一環であります。
◆子ども課長 「日本一の子ども」
という理解については、一つの分
野、一つの領域について、日本一の
ナンバーワンになるんじゃない。健
康・心・学力、バランスのとれた子
ども、ふるさと教育を大事にしなが
ら糸魚川で十分な体験を積んで、ふ
るさとで育ってよかったというふう
な思いで育っていく子どもを育てた
い。
18

18

そういった子どもたちを育ててい
くためのシステムづくり、仕組みづ
くりを、とにかく日本一にさせてい
きたいというふうな部分で、「日本
一の子どもをはぐくむシステムを整
える」というふうなキーワードで、
まとめさせていただきました。
日本一の子どもと言いますと非常
に抽象的で、わかりにくいところが
たくさんあります。人それぞれが考
える日本一ということもあるけれど
も、その部分の内容を定義づけする
よりは、みんなの熱意を一つの心に
込めて、糸魚川の子どもを大事に育
てていく仕組みづくり、システムづ
くりを、精いっぱいやっていきたい
というふうな内容で考え、まとめさ
せていただいております。

今後、「日本一の子育てのシステ
ムづくり」に取り組み続けていくわ
けですが、それにはお金も掛かりま
す。子どもに、教育に今まで以上の
投資をする必要もあります。
相当な覚悟が必要ですね。

それぞれの評価は、次の委託時に
活かされているかも重要です。
外部委託をした場合の「費用対効
果」の検証は特に重要ですね。
内部監査でのチェックを要望しま
したが、チェックするにも基準がな
ければ、感覚的な判断に過ぎないと
いうことになります。

■子宮頸がん予防ワクチン接
種助成
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■行政改革 計画策定の外部
委託について
責任がありますが、ここにも個人差
がある。チェックの段階をしっかり
踏んで雑に進めてはいけない。計画
策定中、執行中の各段階における打
合せ・評価はどのように行っている
かが重要です。
・委託時（着手前）
・計画策定中の検討、評価
・計画受領時の評価
・計画実行段階の評価
・費用対効果の検証
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行政改革の必要性が言われて久し
く、糸魚川市においても計画し順次
進められています。未だに計画策定
の委託料が多いとは感じますが、人
員削減に向かっている状況で、外部
委託による民間力の活用は重要でも
あります。
問題は、外部委託が適正かどうか
正しく判断し正しく執行することに
あります。
○委託の決定について基準は明確
か？
担当課と財政部門で意見の分かれ
るところなので、明確な判断の基準
を設けるべきです。委託した方が楽
で、内部策定には苦労が伴います
が、苦労は血となり肉となり、行政
力となります。
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まだそれだけの時間しか経っていな
いということです。 年間は効果を
保つという研究もあるようで、その
あたりの判断は、専門家に任せるこ
とにします。その専門家の研究に基
づいて、国が制度をつくり助成する
自治体も増えています。

編集後記
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昨年 月に東京武道館で剣道の八
段審査に挑戦しました。年に２回の審
査会ですが、合格率は常に１％前後、
今回は ％でした。合格することは夢
のまた夢ですが、挑戦し続けること
で、修行を続けることができていま
す。何事も挑戦！
糸魚川市も正念場です。全力を傾
けて諸問題に取り組みます。ご拝読、
あ り が と う ご ざ い ま した 。
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0.8
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○メリット・デメリット
民間活力の有効活用により人員削
減のカバーができます。
糸魚川のことをよく知らない人間
が糸魚川市にとって重要な計画を策
定することになり、地元ゆえの知識
が活用されにくいですね。
糸魚川市を良くしようとする熱意
がどれだけ計画に盛り込まれるかが
疑問でもあります。

私が６月定例会の一般質問で取り
上げた「子宮頸がん予防ワクチン接
種の助成」について、平成 年度か
ら、早ければ 年度中に実施される
方向です。国が１／２、市町村が１
／２を負担する助成制度「子宮頸が
ん等ワクチン接種緊急促進臨時特例
交付金」ができました。
日本では、子宮頸がんで年間３千
人余の人が、命を落としています。
自治医大さいたま医療センター産婦
人科の今野良教授によると、 歳の
女児全員が接種すれば、頸がんにか
かる人を ・１％減らせる。死亡者
も ・２％減ると推計されるそうで
す。
子宮頸がんの原因は、ほぼ ％が
ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）
というウイルスの感染です。「予防
できる唯一のがん」と言われる子宮
頸がんですが、 ％予防できるわけ
ではなく、検診との併用が最も有効
であるといわれています。
半年間で３回の接種により、抗体
ができ、現在は 年間十分な抗体が
保たれることが分かっていますが、
100

6.4

○評価
担当者の力量には個人差がありま
す。「あの担当者だったから・・
・」では困るのです。ここに上司の
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