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石田泰さんを偲んで
ＮＰＯ法人 多摩住民自治研究所
や は た かずひで

立二五年をむかえ、二〇一七年一二月二二

日には日伊開国一五〇周年記念行事として

ローマの日本大使館で外務大臣賞授与式セ

レモニーに招かれておられています。

近年は二〇一三年にアリダ夫人をガンで

亡くされ、二〇一四年には自らも大腸がん

多摩住民自治研究所の機関誌『緑の風』

をお願いしてきました。多摩住民自治研究

石田さんにすべての訪問先との交渉と通訳

歓迎会を実施しました。大晦日ではありま

二〇一五年一二月三一日に石田さんを囲む

能になりました。多摩住民自治研究所では

理事長 八幡 一秀

の手術を受けられました。抗がん剤や放射

に「イタリアからの手紙」を長年にわたり

所主催のイタリア視察では二〇〇三年、二

線治療で一時快復され、来日することも可

執筆し続けてくださり、イタリア視察で毎

てしまいまし

したが、ゆかりのある多くの会員が集まっ

石田さんは東京土建一般労働組合の書記

た。きっと天

〇〇六年、二〇〇八年と三回にわたって大

を経て三〇歳の時（一九七二年）単身イタ

国でアリダさ

回コーディネーター兼通訳をしてくださっ

リアに渡り、ウンブリア州のペルージャ大

んと夫婦仲良

てくれました。帰国後も抗がん剤や放射線

私がはじめて石田さんとお目にかかった

学でイタリア語を習得されました。トスカー

く過ごされて

変お世話になりました。特に二〇〇六年と

のは一九九七年一二月、全中連のドイツ・

ナ州アレッツオ市で現地女性のアリダさん

いるとでしょ

た石田泰（ひろし）さんが本年五月二〇日

イタリア中小企業視察に同行しイタリア・

と結婚され、一九七八年に貿易会社アリダ・

う。石田さん、

治療が続けられていましたが、残念ながら

ミラノ市への訪問時でした。小柄で白髪、

エクスポートを設立され、イタリア製品を

二〇〇八年のカルピ市長や幹部達との交流

眼鏡の奥の目

日本はじめアジアの国に輸出されています。 こ れ ま で 本 当

にイタリアで七五年の生涯を閉じられまし

がキラリと光

に有難うござ

不帰の客となっ

る有能な通訳

現在は二代目経営者として愛娘の幸（ユキ）

いました。

はとても印象的でした。

者との印象で

さんが継いでいます。社団法人トスカーナ

合掌

た。謹んで石田さんのご冥福をお祈り申し

した。その後

日本人会一九九三年に設立に尽力され、日

上げます。

の私のイタリ

伊親善友好活動を続けてこられました。創

1

ア調査では、

2015年12月31日の石田さんを囲む歓迎会の様子
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多摩の社会保障 ⑯

多摩市町村の
待機児童数について

元日本福祉大学教授
いしかわ

みつる

石川

満

都内の待機児童数

東京市町村の待機児童数はついては、緑

四月は一年中で最も
待機児童の少ない月

の保育サービスの状況について」を公表し

一日付の待機児童数は一年中で最も少ない

東京都は二〇一八年七月三〇日に「都内
ました。平成三〇 二
( 〇一八 年
)四月の都内
の待機児童数は五四一四人で前年の八五八

ことに留意が必要です。

なっています。特にゼロ歳児と一歳児の入

人、二歳児八五五人で全体の九五・五％と

訳はゼロ歳児一五二三人、一歳児二七九〇

で四月一日付の定員が一杯になってしまう

るような市町村は、この最初の申込み段階

頃から開始されます。待機児童が生じてい

保育所（園）の申込みは、前年の一一月

の風第二〇七号でも指摘しましたが、四月

六人から三一七二人減少しました。その内

所が困難となっています。

人の減少、都道府県別にみると東京都が一

月一日 」
) とし て公表さ れてい ます。 待機
児童数は一万九八九五人で前年比六一八六

ります。特にゼロ歳児などはこの申込み時

機児童としてリストに掲載されるだけとな

さらに四月以降保育が必要となっても、待

のです。したがって第一次の申込み以降、

位、二位兵庫県一九八八人、三位沖縄県一

期を逸してしまうと、入所は困難で、母の

全国の状況については、九月七日に「保

八七〇人、四位埼玉県一五五二人、五位千

就労にも困難が生じます。一方、この時期

たとえば翌年一月以降に保育が必要となっ

葉県一三九二人と続きます。年齢区分別に

に入所が決定すれば、翌年以降の年齢繰り

て申込みをしても、入所は困難なのです。

みると、三歳未満児が全体の八八・六％と

上がりによる入所は比較的スムースに行く

育所等関 連状況取 りまとめ 平
( 成三〇 年四

なっています。

ると、それ以降は待機児童が雪だるま式に

このように、四月一日段階で定員に達す

全国的に見ても、東京都内として見ても、 のです。
いわゆる三歳未満児の入所が困難な状況と
なっています。

2

増えるばかりです。四月一日段階では若干

きましたが、四月一日付だけで定員の在り

かの比率です。多摩市町村平均では四五・

対して何人が保育サービスを利用している

青梅市六〇％、羽村市五七・四％、武蔵村

方を考えると、年度末までには待機児童が
また働く母が増え続けているという状況

山市五五・九％と高い市もあります。町村

定員に余裕があることにより、その年度で

もありますし、現実問題として住まいの近

部では奥多摩町九〇・六％、檜原村七〇・

九％ですが、市部では福生市六一・五％、

それぞれの市町村において、四月一日段

くに保育所ができれば、そのことにより保

九％、日の出町五八・七％、瑞穂町五五・

生じることとなります。

階で待機児童数が五〇人以上いる場合は、

育需要が喚起されることもあります。これ

三％と、保育所利用については町村部のほ

新たに保育の必要性が生じても対応可能と

保育所の増設や定員増などの「保育計画」

らを考慮するならば、さらなる保育所等の

うが利用しやすいと言えます。

なるのです。

を作らなければなりません。この間、待機

増設や定員増が必要なのです。

1951年生まれ。筆者は東大和市役所を経て、1999年
日本福祉大学赴任。専門分
野は社会保障・社会福祉の
行財政、介護保険制度、地
域保健福祉計画など。社会
活動として、社会福祉法人
えいぶる理事長、阿智村保
健福祉審議会委員等で活動。
介護保険制度改革等、多く
の提言を行っています。現
在は、当研究所理事として
活躍中。

もう一点留意しなければならないことが

児童の多数いるような市町村は、保育計画
により、保育所等の増設や定員増に努めて

あります。それは「待機児童」の「待機」

す。待機児童数が一〇〇名を超えているの

なければならないのは一五市となっていま

のは二五市二町、そのうち保育計画を作ら

人減少しています。待機児童が生じている

二〇六〇人で前年の二九二一人から八六一

これを見ると、多摩市町村の待機児童数は

市町村の待機児童数は別表のとおりです。

平成三〇（二〇一八）年四月一日付の各

から育児休業中で復職希望があり、保育所

待機児童扱いとはならないのです。今年度

ていれば入所児童扱いであり、逆に言えば

育事業、区市町村単独保育施策等を利用し

育事業、定期利用保育事業、企業主導型保

事業、 事業 所内保育 事業、居 宅訪 問型 保

定こども園、小規模保育事業、家庭的保育

と思います。認可保育所、認証保育所、認

別表の注一のところをご覧いただきたい

多摩の市町村の待機児童数

は、府中市二四八人、国分寺市二〇二人、

入所申請をして待機児となり、育児休業を

という定義についてです。

三鷹市一九〇人、調布市一六七人、町田市

継続した場合に待機児童数に含めています。

申請したが、入所できず、幼稚園の預かり

例えば本当は認可保育所に入所したくて

一四六人、日野市一三九人、西東京市一二
九人です。
次に指摘したいのは、就学前児童人口に

3

満（いしかわ みつる）
石川
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保育、認証保育所や無認可の保育事業を利
用せざるを得ないことも考えられます。きょ

認可保育所の整備が必要

駅隣接の保育所ならやむを得ないこともあ

りますが、やはり児童の発達を保障すると

ができる園庭が必要です。児童一人当たり

いう視点からすれば、思い切って外遊び等
二〇一九年一〇月から消費税一〇％への

うだいで同じ保育所を利用することができ
ず、距離の離れた保育所を利用することも

定員を上回って児童を入所（園）させてい

の最低基準面積も、戦後まもない一九四八

認可保育サービスや幼稚園、認定こども

る実態もあります。もっとゆったりとした

引上げに伴い、幼児教育・保育の無償化が

園の利用について、ゼロ歳～二歳児は住民

環境で発達年齢に見合った質の高い保育を

あります。このような「隠れ待機児童」が

二〇一八年六月一九日の赤旗新聞では、

税非課税世帯、三～五歳児は全世帯を無償

確保してほしいと願います。その意味から

年に制定されて以降改善されていないうえ、

東京都内の隠れ待機児童数は一万五四四一

化とします。認可外保育サービスも上限三

しても、認可保育所の責任において児童の

始まる予定です。

人であることが報じています。なお、多摩

万七〇〇〇円（三歳～五歳）、ゼロ歳～二

「発達」を保障してほしいと考えます。保

生じていることに留意しなければなりませ

市町村の隠れ待機児童数は二六四四人との

歳は住民税非課税世帯を対象とし、上限四

育士の資格を持った優れた職員の確保も欠

ん。

ことです。その中でも認証保育所が半分近

万二〇〇〇円を補助する予定です。

かせません。保育についてはこのような質

育・保育サービスから排除された場合には、 的と考えます。

何らかの幼児教育や保育（無認可事業も

子どもの貧困をなくすためにも、質の高

の確保も極めて重要です。このほか、三歳

三〇〇人と待機児童数一万九八九五人の三・

援助を受けることができません。特に保育

い保育・幼児教育をすべての子どもに確保

含め）を利用している家庭にとっては、き

くを占めています。いずれにせよ、待機児
童と隠れ待機児童を合わせると、四七〇〇
人を少し上回っています。

六倍程度になっています。多摩の市町村は

サービスについては、必要な児童にすべて

できるよう、市町村は一層の努力をしてい

未満児については、小規模な保育所も効果

一・三倍程度なので、それなりに市町村が

利用できるようにしなければなりません。

ただきたいと思います。

わめて重要な制度です。その一方、幼児教

丁寧に取り組んでいる可能性があるという

この視点からすると、認可保育所の増設が

このほか、全国の隠れ待機児童は七万一

ことができます。

まず必要なのです。
保育所は規制緩和により園庭がなくても
近所の公園等が利用できれば設置が可能と
なっています。駅ビル内の保育所や駅前・

4

市町村別の状況（待機児童数）

（注１）就学前児童人口は、東京都総務局発行「住民基本台帳による東京都の世帯と人口（各年１月１日現在）」による。
（外国人人口を含まない。）
（注２）保育サービス利用児童数は、認可保育所、認証保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、 事業所
内保育事業、居宅訪問型保育事業、定期利用保育事業、企業主導型保育事業、区市町村単独保育施策等の合計。

5
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ハラスメントが残した課題

〜狛江市前市長のセクハラ問題から考える〜

平井 里美（狛江市在住）

霞ヶ関、永田町、マスコミ、 スポー
ツ界、芸術界…二〇一八年は日 本だけ
ではなく、世界中で「ハラスメ ント」
の問題が浮上する年になりまし た。わ
が町狛江でも、現職市長がセク ハラ問
題で辞任するという、市民にと っては
残念でならないニュースがお茶 の間を
賑わせました。
セクハラで辞任した高橋市長 は、二
年前に私が市長選挙を戦った相 手です。 書「セクハラ報告文書（加害者 は黒塗
東京都部長職に任じていた二〇 一二年、 り）」を元に市長のセクハラ行 為を追
自民党や公明党などの推薦を受 けて初 及し、問題が明るみに出ました 。しか
当選、一六年に再選されました 。一期 し、市長は「文書は担当者が自 らの想
目からセクハラが問題になって いたと 像とメモ等に基づいて作成され たもの
も伝えられ、再選後も副市長や 市議が であり、事実関係そのものが定 かでは
注意したにも関わらず、今回の 事態に ない。公開すべきではなかったものだ。」
至ったことは無念でなりません 。狛江 と答弁しました。
でのハラスメントが残した課題 につい
翌日の議会でハラスメント相 談体制
て考えてみたいと思います。
が機能していないこと、市長が 加害者
の場合は想定されておらず処罰 の規定
がない等、市のハラスメント指 針の不
１．狛江で起きたこと
備が指摘されました。
 明るみに出た市長のセクハラ問題
一方、市長はマスコミの取材 に対し
ても自らのセクハラを否定。「 異性へ
の関心のもとにやったことでは ない。
二〇一八年三月一日、狛江市 議会定
例会で共産党の女性議員が情報 公開文

黒塗りの報告書

6

聞）
「みんな喜んでもらえているから、
ちょっとレアケースだと思うん ですよ

止められたんだとしたら、ごめ んねと
言うべきなんだと思う」 （三月二日 朝日新

家父長的な立場としてやったこ となん
だろうけども、もしそういう風 に受け

一種の一家意識で、狛江一家み たいな

議会の女性議員は九名ですが、六名（共
産党議員三名、社民党一名、民 進党一

と主張してきたセクハラ報告文 書が公
文書であることを認めました。 狛江市

ました。そして、市は三月一四 日〜一
六日の予算委員会の中で市長が 私文書

め、三月一二日市長に声明文を 提出し

を発行し「加害者は市長である という
相談が複数よせられています。 」「組

市職員組合は四月一七日にニ ュース

 市長のセクハラを告発した組合

と発言しました。

合としては、特定のグループの 動きに
肩入れをしたり、支援したりす るつも
りは一切ありません。と同時に 、加害
者を擁護したり、特定の政治団 体や圧
力団体の利害関係に配慮する必 要もあ
りません。組合としては、組合 員のな
かに被害に遭われた方々が複数 いると
いうこと、さらに組合員である 被害者
をいかにして守ることができる のかと
いうことを第一に動くべきと考えます。」
と報じました。

 立ち上がった女性議員有志と市民

六人の女性議員と市民・市民 団体は、
「高橋市長のセクハラ問題幕引 き許さ
ず、真相解明・再発防止へ」実 行委員

すこともあり得る」 （三月二九日 朝日新聞） 会を立ち上げ、四月二二日に市 民集会

7

ね」 （同 日 朝日新聞 ）
「口をつけた コップ 名、生活者ネット一名）は市長 のセク
を相手に差し出すのは、自分は 九州男 ハラ問題の真相解明を追及する 立場を
児で、小さい時から献杯返杯は 一つの とり、二名（公明党一名、無会派一名）
文化だと思っている」 （三月八日 朝日新聞） は市長擁護に回り、生活者ネッ ト女性
などと答えました。
議員二名うち一名は女性議員有 志六名
には加わらず、市長辞任後ネッ ト会派
を離脱しました。
 立場を分けた９人の女性市議
市議会最終日である三月二七 日、自
六人の女性市議有志は真相解 明を求 民、公明、無会派三名の議員の 賛成に
より、市長給与二ヶ月の減給で 幕引き
を図る条例が可決され、同議員 たちの
反対によって市長の辞職勧告決 議案と
百条委員会の設置による真相究 明の動
議が否決されました。翌日三月 二八日
の記者会見で市長は自らのセク ハラ行
為を否定、「文書については一 部に誤
りがあり、作成者にペナルティ ーを科
不採択となった陳情書
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を行いました。一四〇名の参加 者があ
り、翌日、真相解明と辞職を求 める集
会アピールと署名約三〇〇〇筆 を市に
提出しました。
続いて市民団体が「今、私た ち一人
ひとりにできること〜差別しな い・さ
せないまちをつくる」学習会と して、
五月二日に「保坂展人さんと考 える、
差別しない・されないまちを目 指す世
田谷区」五月一一日に「上野千 鶴子さ
んと考える、もうわたしたちは がまん
しない＃ MeToo
から＃ WeToo
へ 〜足 もと
の差別を考える」を開催。述べ 一五〇
人の参加者で「セクハラをしな い、さ
せない狛江市をつくる」宣言を し、五
月一八日前狛江市長に宣言文を 提出し
ました。

 進退を迫った幹部職員たち
市の幹部は市長に対し、５月 １８日
の庁議で「高橋市長は立場を利 用して
卑劣な行為を行った」「市長が 初当選
（二〇一二年）した後の一期目 からセ
クハラを注意してきた」と発言 。一六
年の再選後も副市長や自民党・ 明政ク

ラブの市議がやめるように言っ たが収
まらず、今回の事態に至ったとし、「も
う職員は誰もあなたを信用していない」
と辞職を求めました。

被害者を繰り返し傷つける
市長の発言
しかし市長は応じず、五月二 一日の
記者会見で市の幹部を批判、「組合ニュー
スは一般職員の意見ではない」 とも発
言しました。自らのセクハラに 関して
は、「セクハラではなく勘違い 」、勇
気をふるって証言をした職員に対し「思
い込みが激しい、過剰に反応す る人、
トラブルを起こす」など、被害 者を更
に傷つける発言が繰り返されました。 （五
月二一日 朝日新聞）

被害者が実名で謝罪を要求
セクハラ被害を受けた四名の 女性職
員は五月二二日実名で前市長に 対して
文書を読み上げ、公式な謝罪を 要求し
ました。抗議文には具体的な被 害とし
て「車内で手を握られた」「宴 席でお

セクハラ行為を一貫して否定 してき
た高橋市長でしたが、この抗議 文で姿

毎日新聞）

尻を触られた」「市長の公用携 帯電話
から仕事と関係のない不愉快な メール
を送られた」「随行先で一時間 にわた
り腰に手を回されたり、お尻を 触られ
続けた」「エレベーター内で腰 を引き
寄せられ、体をぴったりとつけられた」
など、「今までは沈黙していた が、も
う我慢できない。公に謝罪する ことを
望 み ま す 」 と 迫 り ま し た 。 （五 月 二 二 日

市民による学習会チラシ
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状況に追い込まれ、六月一日辞 表提出、 提案することに対して、二つの 市民団
六月四日定例議会で辞職が承認 されま 体が「狛江市職員のハラスメン トの防

られたのであれば、私もそれを 受け止
め、謝罪したい」と認めざるを 得ない

ということは、勇気がいること だ。セ
クハラに近い行為があったと受 け止め

勢を一転。「実名で被害を訴え られた

も聞かずに「狛江市職員のハラ スメン
ト防止等に関する条例」を六月 議会に

ハラ問題の真相究明も狛江市の セクハ
ラ防止指針の検証もせず、被害 者の声

市長を擁護してきた議員たちが 、セク

決されました。この条例は被害 者の声
を反映させることも十分な議論 もなし

護してきた自民・公明・無会派 の議員
たちによって提案され、賛成多 数で可

で「狛江市職員のハラスメント 防止等
に関する条例」が市長のセクハ ラを擁

を明らかにしました。一方、六 月議会

いと思います。

セクハラの加害者は前市長であ ること

市民レベルへの広がりも課題と なりま
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した。
止に関する規則・狛江市職員ハ ラスメ に短期間でまとめられたもので あるた
ント防止指針の検証と検証結果 の公開 めに、被害者の視点に欠け、市 長自身
を求める陳情」「市職員らがセ クシュ のハラスメントの公表権限が市 長にあ
市民による陳情
ア ル ・ハ ラ ス メ ン ト 性
( 的いやがらせ ) るなど問題の多い条例です。
狛江市のセクハラ問題は市長 が辞任 を受けた問題の真相を解明し、 再発を
し て 解 決 す る 問 防止するための調査を求める陳 情」を 生まれ変わるためのはずだった
題 で は あ り ま せ 提出しました。私自身も総務文 教委員
狛江市長選挙
ん 。 被 害 者 の 声 会で陳述を行いましたが、二つ の陳情
が 長 年 捨 て 置 か は継続審査とされ、八月の委員 会で不
市長辞任後、「高橋市長のセ クハラ
れ た こ と や 、 市 採択とされました。不採択の理由は「願 問題幕引き許さず、真相解明・ 再発防
長 を 擁 護 し 続 け 意に沿い難い」というもので、 納得で 止へ」実行委員会が中心になっ て候補
た 議 員 た ち な ど、 きるものではありませんでした。
者選びが行われ、六人の議員の 中から
セクハラ＝女性
市長候補を出すのが望ましいと いう判
差別をよしとし 
断に至りました。しかし、民進 党の女
急場凌ぎでつくられた条例
て来た権力構造
性議員が志を同じくすることが 叶わず、
の問題も問われ
以前の公開文書は加害者が黒 塗りで 当初期待した政党レベルでの広 がりが
な く て は な ら な したが、市は六月二一日黒塗り を外し、 狭まってしまったことは残念で あり、

市長の名前の出された文書
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した。
ることだと思います。条例が住 民のも
六人の議員の中から決まった 市長候 のになるよう、住民参加のもと で取り
補は田中ともこ氏。前市長を擁 護した 組むべきと考えます。
自民・公明・無会派が擁立した のは元
狛江市職員の松原俊雄氏でした 。有志 ２．ハラスメントが残した課題
女性議員のうち民進の議員は松 原氏の
応援に回りました。高橋市長の 辞任と、 前市長によるセクハラは二年 以上前
相手候補が矢野前市長時代に副 市長で から市役所内で問題になり、複 数の被
あった松原氏だったために、選 挙の争 害者から複数の議員がセクハラ の相談
点を明確に市民に示すことが難 しく、 を受けていました。にも関わら ず、解
投票率は四五・三一％で前回を 下回り 決に至らなかった背景には、セ クハラ
ました。投開票の結果は松原氏 一七八 が女性差別であり、パワーハラ スメン
三四票、田中とも子氏一二七六 三票で、 トという差別であるという認識 が加害
松原氏が当選しました。
者にも関係者にも不足していた ことが
あるように思います。市の公開 文書に
ある、市長に対してやんわりと 注意す
新しい首長の方針
るにとどまった市役所内判断。 被害者
からの相談をなかったことにし て市長
に従った議員。皆一様に「被害 者のプ
ライバシーへの配慮で動けなか った」
と言い訳をし、被害者に寄り添 うこと
のない対応をしてきたことが残 念でな
りません。
前市長は九州生まれ、家父制 をよし
とする文化があるとメディアの 取材に
答えています。また、自民・公 明が狛
新市長は九月議会の所信表明 で市民
からの信頼回復に向けて「人権 尊重基
本条例（仮称）」制定に取り組 むこと
を名言しました。だれもが人権 を尊重
され、安心して暮らすために欠 かせな
いのは、地域や暮らしの中にど のよう
な差別や偏見があるのか、どの ような
ことで住民が困っているのか、 声に出
せないでいる問題を丁寧にすく い上げ

江市から市長候補者が出せなか ったた
めに、西東京市在住、東京都の 部長経
験者を市長候補に擁立したとい う経緯
から、都の部長経験職員と市職 員の力
関係がそのまま市政に持ち込ま れてし
まったのではないかとの疑念も ありま
す。そして、この度セクハラ問 題追及
に関わった市民の一人として、 市長の
パワハラを支える権力構造を何 となく
感じながら見過ごしていたと思 える面
もあったように思います。

新聞各紙による報道
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る市民センターの改修が市長の トップ
ダウンで進められる中、市民が 「市民

四年前、公民館と図書館が入 ってい

目を終え、三ヶ月後の市長選に 立候補
しました。その時、高橋市長は 私に対

それから一年後、会の代表を してい
た私は市民提案書を提出したこ とで役

動を手中に収めた」と安堵した でしょ
う。

したし、市長は会の立ち上げの 挨拶で
「直接民主主義」を強調し、「 市民運

至らなかったことを今、改めて 重く受
け止めています。

しみ続ける職員の方の声を聞く まで、
自分たちの行動が及ぼす影響に 思いが

時そのことを危惧する声も市民 の中に
ありましたが、今回セクハラ問 題で苦

ことにつながったのではないか と思う
と、胸がしめつけられる思いで す。当

市民運動の課題

と一緒に市民センターの増改築 を考え
て欲しい」と署名運動をし、要 望書や

し、職員の主体性や自由な議論 を奪う

陳情を提出しました。ところが 、陳情 して公の場で「信じて一緒にや ってき
今回狛江のセクハラ問題を通 して、
が全会一致で採択されたにも関 わらず、 たのに、平井は裏切った」と発 言した ハラスメントは対話を欠いた権 力の押
市長は議会で「市に反対するこ とは公 のです。この発言が象徴するよ うに、 し付け、差別であることを肝に 銘じま
共施設の外でやれ」と発言する など、 権力に従わない者への攻撃、市 民運動 した。私たち市民も、状況によ って権
市長による市民運動への圧力は 新聞で に対する圧力が、市と市民団体 との間 力側に立つことがあり得ること を自覚
も報道されました。
に、異なる意見の排除や忖度、 権力に し、相手が「言えない状況かも しれな
しかし、市民の反対運動の高 まりに おもねる関係を広めていくことに繋がっ い」との想像力を持たなくては なりま
市長は方針を変え、教育委員会 を飛び ていったのではないかと思います。
せん。一方的な思い込みや、関 わらな
越して「直接民主主義」と言っ て市民
率直に言えば、私たち市民の 運動も、 いでいること、そして無関心は 、ハラ
と手を結びました。市は秘密裏 に進め 市長の職員に対するパワーハラ スメン スメントをよしとし、加害に加 担して
ていた実施設計をストップし、 市民説 トに手を貸してしまったのかと 苛立ち しまうのだということも決して 忘れて
明会を開き、職員たちは市民に 対して の気持ちもあります。市民参加がなかっ はならないと思います。市民運 動が差
深々と頭を下げ謝罪したのです 。その たことを職員のせいにして、市 民の前 別に苦しむ人を生まない地域や 社会を
後、市と市民が協定を結び「市 民セン で職員たちに頭を下げさせるや り方や、 目指す市民運動であるために、 日常の
ターを考える市民の会」がつく られ、 教育委員会を無視して市長の一 存で方 暮らし、自分の足下を大事に、 自らも
私たちは市民提案書を市に提出 するこ 針を変えてしまうことが、真面 目に仕 戒めの気持ちを大切にしたいと 思いま
とになりました。市民は「市民 運動の 事をしていた多くの職員の苦労 を無視 す。
力」「新しい市民協働」だと期 待しま
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どこを目指す !! 自治体戦略２０４０構想
― 研究会報告の概要と問題点、課題 ―
治体戦略2040構想研究会の最終報告が7月
自に公表されました。構想研は「2040年頃

をターゲットに人口構造の変化に対応した自治
体行政のあり方を検討する｣として2017年10月
に設置された総務省の有識者研究会です。その
趣旨は｢高齢化がピークを迎え、若い勤労者が激
減する2040年頃の姿から自治体の課題を逆算す
る形で整理し、今の半数の職員でも対応できる
仕組みを構築｣するというもので、それは今日の
地方自治、自治体のあり方を抜本的に見直し再
編していくものです。
れを受けて、同月に第32次地方制度調査会
こが設置され、この内容が諮問されました。

地制調に諮問したということは、その結果を踏
まえて法制度改革を行うということです。

Ａ５版・２４頁

定価２５０円

たちも地制調での議論を見極め、内容を検
私証し、対置政策を示して世論を喚起していくことが必要です。そのため研究

所ではまず構想研報告の内容を知らせ、問題点、課題を明らかにしていくことが
急務と考え、今回、職場や地域等での学習会向けに自治体問題研究所では標記ブッ
クレットを緊急に発行しました。
なお、ブックレットの表題、目次、報告表題の｢自治体戦略2040年構想｣は誤記
で、正しくは｢自治体戦略2040構想｣ですので正誤表を入れてあります。

はじめに
岡田 知弘
自治体戦略2040構想研究会報告の概要と問題点、課題－
１．構想研報告の概要
２．構想研報告の問題点、課題
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