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その過程は関係各所の様々な学びへと繋

がりました。

大学との問題が一応の区切りをつけた

後も、環境を守るための戦いは続きます。

一九八八年、日本はバブル景気に突入し、

東京都心では開発のための建設工事需要

が増大します。そんな中で狭山丘陵は、

都心からほど近い距離と比較的安い地価

に残土処分に向いた地形から、建設資材

置き場や建設残土処分場が乱立しました。

さらに往復するダンプトラックに紛れて

ゴミの不法投棄が問題となりました。

や、北海道知床半島の「しれとこ一〇〇

連絡会のメンバーですが、大学などの大

この乱開発に対して危機感を強くした

丘陵地帯のナショナル・トラスト運動で

きな組織を相手とした活動であれば、行

建設を巡り大学・自治体との交渉は粘

の事を知った連絡会のメンバーは、早稲

そんな中、ナショナル・トラスト活動

トトロの森へ

活動の方針が必要となりました。

ような対策を講じる事が難しく、新たな

可を得る必要のない開発に対してはその

は可能になるものの、小規模で行政の許

平方メートル運動」、和歌山県天神崎の

狭山丘陵では

ある、「トトロのふるさと基金」の三〇

ナショナル・トラストとは

一九八〇年、早稲田大学所沢校の狭山

政への働きかけなどで完全に阻止する事

一八九五年に英国で発足した団体であ

然保護を目的とする連絡会がスタートし

り強く続けられ、大学は計画を見直し、

丘陵進出を受けて、基金の前身となる自

る「
」の活動と理念が広
National Trust
まり、国民のために国民自身の手で自然

ま した 。

に守っていく活動です。

を寄付・買い取りなどで入手し、恒久的

環境・歴史的建造物といった貴重な資産

自然環境保全活動などが有名です。

日本でも神奈川県鎌倉市の「御谷の森」

トトロのふるさと基金のあゆみ３０年』

年の歩みを記した記録です。

本書は東京都と埼玉県にまたがる狭山

『トトロの森をつくる
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寄付をしていただく事の大変さから、

る呼びかけを決めました。

市民自らが土地を持つために寄付金を募

なる事の重要性を痛感していた事から、

田大学との運動の経験からも、地権者に

する活動を行わなければ、真に環境を守

持するためには、その文化を丸ごと保存

農業と共に形成されてきた自然環境を維

けなければなりません。とりわけ地域の

以降も自然の保護のための整備活動を続

土地は取得すれば終わりでなく、それ

ナショナル・トラストの基本に立ち返っ

画を策定しています。その要にあるのは、

を目指すべきか」を共有する長期基本計

て今後の一〇年を見据えて「私たちは何

本書の中では、二〇〇七年に財団とし

からは、三〇年前から受け継がれる思い

活動のシンボルを探していたところ、宮
る事には繋がりません。

くる「七国山」が名付けられたように、

モデルに「となりのトトロ」劇中に出て

足を延ばしたところにある「八国山」を

宮崎駿監督が所沢に住んでおり、少し

スト活動を紹介するかといった取り組み

て、どのように縁遠いナショナル・トラ

ら観光目的で来た子連れの参加者に対し

問題から、「トトロの森」という名前か

に関する手続きの難しさなどの法制度の

運動の中では税制度上の問題や、農地

共有しています。

財を「恒久的に保存する」という決意を

わっていく中で、貴重な自然環境・文化

です。社会の変革や携わる人間が入れ替

た、「恒久的に保存する」という考え方

が伝わってきます。

崎駿監督の映画「となりのトトロ」が公

「となりのトトロ」で描かれる自然は、

を広げるノウハウについての問題など、

開されました。

狭山丘陵に住む市民の心の原風景である

様々困難に対して挑んできた記録が、本

（事務局

松川遥）

に渡すための活動に励みたいと思います。

さず、先人の思いを受け取り、次の世代

の聞き取りを重ね、この貴重な機会を逃

様々な資料や発足当時を知るみなさまへ

機に多摩研のこれまでの歩みについて、

の多摩研に伝えるためにも、五〇周年を

地方自治・住民自治の思いを一〇年先

を迎えます。

多摩研も来年二〇二一年に、五〇周年

ことから、活動のシンボルとするため、

書には記載されています。

多摩研という法人として

宮崎駿監督及びスタジオ・ジブリへのお
願いが実り、「トトロのふるさと基金」
がスタートしました。

公益財団法人である「トトロのふるさ
法人としての形態は違うものの、その歩

運動を続ける中で
土地取得は一九九一年に取得した「ト

みの過程での困難や人々との関わりには

と基金」と多摩研とでは、活動の内容や
トロの森一号地」から始まり、現在では

多くの共感を得ました。
本書に描かれたこれまでの活動の記録

五五号地まで到達しました（二〇二〇年
一二月二三日現在）。
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第62回学習会
◆財政研究会リポート◆

①「多摩の職員数の比較」
②「補正予算 国・都・多摩市」

2020年10月24日（土）
発表：①

大野 清（国分寺市）
② 新国 信（多摩市）
報告：伊藤 栄一

自治体の職員数について」、総務省のホー

数でよくやっている。行政の質、福祉・サー

多摩の自治体の職員は、こんな少ない人

す。

ムページから取得した資料に基づきお話を

ビスの水準は大丈夫なのだろうか、と感じ

この日は、最初に大野さんから「多摩の

伺いました。（全国のどの自治体でも平成

ました。詳しくは、大野さんが「緑の風」

vol.

）。
247
次に、新国さんから「コロナ禍における

ちらを参照してください（「緑の風」

に掲載する予定だと言っていますので、そ

一四年から取得できるそうです。）
総務省の「公務員のあり方研究会」資料
によると、全国の地方公務員の総数は平成
六年をピークに約五五万人減少し、平成六
年の約三二八万人が平成三〇年には約二七

回、都の補正予算八回についての解説、そ

補正予算の状況」として、国の補正予算二

この研究会の中でも、「行革疲れ」「血

して多摩市の補正予算六回の補正状況につ

四万人まで減少しました。

のにじむような歳出削減、職員削減でもう

なげてのお話をいただきました。

する借金＝新発債は当初の三二・六兆円か

兆円と一・五倍化し、その財源として発行

国の予算は当初約一〇二兆円が約一六〇

限界」「行政需要が人口減少、所得減少に
もかかわらず、増大し続けている」等の声
が上がっていると言います。
そうした中、東京都では、人口一万人当

その内訳で民生部門を見ると、人口一万人

が圧倒的に職員の配置が手厚いそうです。

六人、市部の平均五九・二人で、区部の方

三一年一月一日現在では、区部の平均六五・

数÷人口×一万人）。いちばん最近の平成

一九億円が財政調整基金の取り崩しでした。

五三二五億円が国の補助金、約四九％七八

予算合計約一・六兆円の内、三分の一の約

ミ論調もあるようですが、都が八回の補正

＝貯金をギリギリ使い切ったとするマスコ

これに対し東京都は、コロナ対応で基金

ら九〇・二兆円に三倍弱増えました。

当り区部が平均二五・四人の職員を抱えて

財政調整基金は令和元年度末約九三四五億

り何人の職員数を抱えているのか？（職員

いるのに対し、市部は一四・四人だそうで
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ではないか、と心配していたのですが未だ

委託料約三・五億円が予算化されています。

六億円だったのですが、補正後は約八・六

円ありましたので、その多くを取り崩しま

多摩市の補正予算の細かいところでは、

億円増額され四・三倍の約一一・二億円に

この結果、多摩市では商工費が当初約二・

さらに、東京都は特定目的の基金を約一・

一人一〇万円の特別定額給付金は、第二次

先のことのようです。

五兆円有していますので、コロナで都の貯

なりました。

したが、無くなった訳ではありません。

金が全くなくなることはないと思われます。 補正で予算化されました。給付は、現在九

い、当初予算約五九〇億円が約七九〇億円

多摩市は九月までに六回も予算の補正を行

～五割減少した中小事業者等への支援にも

付金の対象にならない法人等の収入が三割

第三次補正（六月）では、国の持続化給

います。詳しい数値等は「二〇二〇年度多

五％増、民生費が四・五％増などとなって

三倍、教育費が一一・一％増、衛生費が七・

的別に比較してみますと、総務費が二・九

同様に当初予算と六次補正後の数値を目

と約一・三倍に急拡大しました。

独自施策として取り組んでいます。（商工

摩市

九・六％まで終わったそうです。

補正予算で増えた分の合計は約一九九・

費 多摩市がんばろう事業者支援金 約三・

ださい。

そして多摩市の補正予算についてです。

七億円になりますが、その歳入の財源構成

七億円）

そして、これでは足りない多摩市の独自

われているということでした。

た総額の八八・五％が国・都の補助金で賄

六・七億円を合わせると、補正で膨れ上がっ

円が国庫支出金です。これに都の支出金約

タ会社は結構うるおったのではないでしょ

ます。全国でこれをやるとなると、コンピュー

ＡＮ工事に約三・六億円の予算を組んでい

ト端末購入に約四・四億円、環境整備のＬ

なりましたが、生徒一人に一台のタブレッ

また小中学校のオンライン授業が話題に

した。

検証していくか、先は長く大変だと感じま

とした部分もあったのですが、これをどう

補助金で賄われていることが分かり、ホッ

がった多摩市の財政は、大部分が国や都の

新国さんの報告を聞いて、大きく膨れ上

コロナ禍の補正予算」を参照してく

を見ますと、表にある通り約一七〇・一億

施策等のために、財政調整基金約一八・九

うか？

でいますが、総体として国や都の施策を基

ンフルエンザの同時流行に備え、インフル

第六次補正（九月）では、コロナとイ

福祉や市民サービスをどう維持・拡大して

税の減収も予想され、行政水準を落とさず、

作業も始まっていますが、来年は大幅な市

また今二〇二一年度の新年度の予算編成

億円を貯金から取り崩して補正予算を組ん

本にして、財源も賄われていることが分か

エンザ予防接種業務委託費として一・二億

キャッシュレス決済ポイント還元事業業務

えていると強く感じました。

円、また商工費でポイント還元事業として、 いくか、地方自治体は踏ん張りどころを迎

りました。
コロナ禍で、全国の自治体が無理をしす
ぎて、財政破綻に陥るところも出てくるの
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2020年度多摩市

コロナ禍の補正予算

歳入

単位：億円

％

目的別歳出

単位：億円

％
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3・11から十年 ①

考えるべきことは何か？

輩は夢の中で眠っていた︒ 大震災の時に多摩で経験した

ついて何回か書いてみたいと

れ続けていたであろうか︑
揺れ

であった︒
二分か︑
それ以上揺

輩は大地に揺さぶられるまま

隠すような場所がないので︑
吾

した︒
激しい上に︑
周りに身を

地が突然大きく左右へ揺れ出

睡している︒
ところが︑
その大

ドのような地面に横たわり熟

いが︑
以前ほど俊敏な動きがで

り逃がすほどのヘマはしニャ

構な年寄りである︒
ネズミを取

なったわけだ︒
ネコの十歳は結

十年であるから︑
吾輩も十歳に

る︒
しかしもう少しで震災から

の揺れのことはよく覚えてい

る前であったが︑
長く大きなあ

吾輩はまだ小さく︑
多摩研に来

に入りたいと思う︒
多摩研事務

になってしまったのだが︑
本題

さて︑
久しぶりに独白モード

ちに書いておこうと思う︒

短くなってきたので︑
書けるう

が︑
先にも書いたように老い先

と大げさかも知れニャいのだ

てきた︒
今までの集大成という

見てきたし︑
それについて書い

までも少しではあるが東北を

吾輩としては今
揺れのフラッシュバックだにゃ︒ 思うのだにゃ︒

がおさまって気がつくと吾輩

きなくなってきた気がする︒
老

所での光景である︒
坊主頭が編

スプリングのきいたベッ

が地面だと思っていたのは︑
前

いを意識せざるを得ない︒

吾

ジムキョクチョーCさんの

りについた︒

りで夢は途切れてまた深い眠

か？﹂
と言う︙︑
といったあた

た？ 何か怖い事でもあった

輩 を 見 る な り﹁タ マ︑
どうし

はあくびをして︑
お腹の上の吾

ポッコリお腹であった︒
Cさん

人口減少が加速した地域も多

地では︑
震災後︑
少子高齢化と

する傾向にあった東北の被災

方︑
もとより若者が都会へ流出

上まれに見るレベルである︒
他

り︑
社会全体の高齢化は人類史

ろそろ七十代後半にさしかか

日本社会も団塊の世代がそ

授でした︒
混乱の中にあった大

大学医学部の精神神経科の教

﹁はい︒
彼は震災の時に神戸

てですね？﹂

せる︒﹁阪神・淡路大震災につい

ね﹂
と︑
手に持っている本を見

の本を読んでいるんですけど

井久夫という有名な精神科医

集長たちと話をしている︒﹁中

んなに揺れるわけはニャい︒
あ

から十年という機会に︑
震災に

ということで︑
東日本大震災

て記録を残しています︒
東日本

学病院の精神科の状況につい

Cさんのお腹の上であればあ

夢の中のことだから︑
実際に

い︒

vol.

の揺れはまぎれもない︑
東日本
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神子島 健

かな？﹂﹁そうですね︑
残

う風に受け止めていい

らそう感じている︑
とい

は賢くならなかったか

てしまいます﹂﹁現実に

たことばのように感じ

みると︑
祈りの込められ

ばを取り出して読んで

年近く経ってこのこと

いているんですけど︑
十

脈上︑
わりとサラッと書

ですか﹂﹁はい︒
中井は文

るんですよね﹂

です︒
ベトナム戦争で︑
兵士た

害者と︑
ベトナム戦争の帰還兵

れる重要な事例が︑
性暴力の被

なんですが︑
ここで取り上げら

ハーマン﹃心的外傷と回復﹄︵増

るほど︑
そういう意味合いがあ

かったことを意味します﹂﹁な

しっかりと認識されてこな

心の傷が人に与える大きな問

マがNHKで二〇一九年に放

です︒﹃少年寅次郎﹄
というドラ

意を払われてこなかったわけ

﹁中井久夫が翻訳に関わった︑ すね﹂

るんですね﹂

送されました︒﹃男はつらいよ﹄

日本兵もダメージを受け
え る の が︑
ジ ュ デ ィ ス・L・ 争で︑

PTSD研究の基本書ともい

の車寅次郎の少年時代を描い

補版︑
みすず書房︑
一九九九年︶ との意味は最近まで十分な注

し賢くなると思いたい﹂ 題 が︑
それまでは日本社会で

﹁
﹁今回でも︑
世界は少

ちの精神に大きなダメージが

た作品ですが︑
寅次郎の父親が

ころ 「
破壊」してしまうわけで

は︑
生き残った人間も結局のと

うなことが起きました﹂﹁戦争

起こる︒
イラク戦争でも同じよ

戦争をし続ければ同じことが

学が発達したとしても︑
国家が

その医
もそこに関わった一人ですね︒ 戦から始まるのですが︑

ていたにもかかわらず︑
そのこ

﹁ちなみに︑
アジア・太平洋戦

原発は再稼働され︑
しかも今

あったことが注目されて︑
特に

戦場で小さい子どもを殺した

念ながら﹂
度は女川という被災地でも再

彼らが社会復帰できないこと

大震災の直後︑
3・ について
がほんとうに襲った時﹄︵みす

稼働する動きが現実になりそ

が社会問題になっていました﹂ ことがトラウマとなっている

いたい﹂
と︑
福島の原発事故に

障害︶
ということばが広がった

PTSD︵心的外傷後ストレス

自体は︑
欧米では第一次世界大

﹁戦争による精神障害の研究

もえいえますね﹂

ころのさくら︵寅の妹︶
を見て︑

え﹂﹁ええ︒
で︑
娘︑
つまり小さい

た﹂﹁
﹃男はつらいよ﹄
︑
好きだね

ことがほのめかされていまし

ついて︑
チェルノブイリのこと

契機でしたね﹂﹁そうです︒
中井

﹁阪神・淡路大震災というと︑﹁なるほど︑
アメリカらしいと

などにも触れながら書いてい

でも︑
世界は少し賢くなると思

考えたことを追記して︑﹃災害
ず 書 房︑
二〇一 一 年︶
という本

うであるにゃ︒

震災の津波で、中心市街地が壊滅した宮古市田老の様子。右側が海。
2011年8月撮影。

を出しました︒
その中に﹁今回
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込んだ表現ではありませんで

〇一八年︶
では︑
そこまで踏み

田洋二が書いた原作︵
﹃悪童﹄
二

ま す ね﹂﹁ふ ー ん﹂﹁ち な み に 山

が反映されているなって感じ

あれなんかは最近の問題意識

︵おそらく︶
小さい子どもを殺

スをインフルエンザが見舞っ

記述があります︒﹁医師とナー

ざるを得ないわけです︒
こんな

ばらくの間ぶっ続けで対応せ

できません︒
同じメンバーがし

人員の交代が
挙げてしまったというシーン︒ マヒしていると︑

したことがよみがえって声を

た︒
患者に蔓延したインフルエ

当にすごい状況なのに︑
交通が

応をしている医療の現場は本

さて読者諸君︑
ここで話はコ

で見られますね﹂

いるとは思い難い状況が各地

を理解した上で政策を出して

状です︒
政治家が︑
現場の状況

営が苦しくなっているのが現

ナで診療控えもあって︑
病院経

いへんになっているのに︑
コロ

そろしいですね︒
医療現場はた

﹁コロナの今聞くと余計にお

ているのか︒
十年という時間で

ことにした人たちは何を思っ

るのか︒
被災地を離れて暮らす

の人々の生活がどうなってい

問である︒
十年を経ての被災地

何なのかというのは︑
結構な難

を通して考えるべきこととは

とはいえ︑
今︑
東日本大震災

なっては困るのだ︒

考えるべきことが見えニャく

か︑
遺族は何を考えているのか︒

ン ザ は 不 眠 不 休 の 医 師・ナ ー

医 に よ れ ば︑
三 日 不 休 で 働 き︑ つけニャいと︑
コロナという今

記憶をどう継承していくのか︒

した﹂﹁へえ﹂

の状況に引っ張られて︑
震災の

す っ か り 風 景 の 変 わ っ た﹁故

は全く問題が片付かない原発

おにぎり一つにありついたの

本質が見えニャくなっては本

郷﹂
と︑
その故郷しか知らない

ロナに移ってきた︒
コロナ禍の

は三日目だったという︒
総じて

末転倒なのである︒
むしろコロ

若い世代と上の世代のギャッ

スに容易に伝染した︒
救急副部

ロジスティックス︵兵站︶
とい

ナを通して震災の本質をあぶ

プはどうなるのか︒
そうした事

﹁中井の本に戻りますが︑
興

う概念の欠如が目立った︒
この

りだすような視点を取ること

実の認識をふまえた上で︑
毎年

事故をどう捉えるのか︒
亡くな

ように飲まず食わずでも持ち

が大切なのだと吾輩は思うと

のように自然災害が起こるこ

保健医療態勢は言うまでもな

場を放棄しない日本人の責任

ころである︒
しかしそれが難し

の日本社会のこれからにどう

長がついに倒れた︒
精神科から

感にもたれかかって補給を軽

い︒
三月になれば東日本大震災

味深いのは︑
発災直後の緊急対

視した五十年前の日本軍の欠

十年の報道も増えるだろうが︑ つなげていくのか︙︒︵つづく︶

られた方をどう位置づけるの

陥は形を変えて生き残ってい

コロナの話にねじ曲げられて

く重要事項であるが︑
少し気を

た﹂
とあります﹂
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救急部に出向していたH研修

友達のシンちゃんだにゃ。

多摩研会員のみなさま、ｅ-ｍａｉｌアドレスをお教えください！
多摩研では50周年に向けて、『緑の風』以外にも様々な情報をｅ-ｍａｉｌにて発信したいと考えておりま
す。つきましては、会員のみなさまのｅ-ｍａｉｌアドレスをお教えください。ご自分のｅ-ｍａｉｌから下記のアドレ
スに以下の内容を入力の上、ご送信お願いいたします。
※添付でＰＤＦファイルやＷｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌファイル等も送信す
こちらのQRコードから「多
る可能性が高いため、ＰＣのｅ-ｍａｉｌアドレス（携帯のｅ-ｍａｉｌ
摩研お問合せ フォー
アドレスは不可）をお送りください。既にｅ-ｍａｉｌで多摩研から
ム」に アクセ スし てい
のお知らせ等が届いている方は、お送りいただかなくて結構
ただき、ご自分のお名
です。
前とｅ-ｍａｉｌアドレスを
◆宛先：tamajitiken1972@space.ocn.ne.jp
お送りいただくこともで
きます。
◆件名：多摩研メールアドレス登録

◆内容：ご自分のお名前（フルネーム）
早いもので今年もあと数日となりました。二〇二〇
一月にＷＨＯが新型コロナウィルスの検出を確認して
から、丸一年が経過しようとしています。一月初めに
は対岸の火事として旅行は控えようか…程度の認識
でしたが、火事はあっという間に大火となり、我が事
として感染症対策の必要性に迫られることになりまし
た。
日常生活が変わり、働き方が変わり、友人付き合
いが変わりましたが、意外にも頭に浮かぶ感情は「
慣
れてしまった」の一言です。消毒液アルコールを常備し、
混雑を避け、対面での集会を止め、時にはテレワーク
を行う、「
新しい生活様式」
にすっかり慣れてしまいま
した。一人での行動は元々好きですし、花見も一人で
桜を見上げます。少ない友人とも幸いオンラインで付
き合いが続いています。
しかし、ふと思うのです。「
私と違う価値観の人は
不自由を抱いていないか」
と。人それぞれ趣味趣向は
違います。特に多様性はどんどん進み、世代や所属を
超えて共通する価値観を持つことは難しくなっていま
す。
そんな中で「
自由」
を私は尊いと思い、様々な人と共
有したいと考えています。このコロナ社会の中で、「
不自
由」
を感じている人に「
自由を」
二〇二一年はそんな年にできたらと思います。
（
事務局 松川遥）

財政研究会のお知らせ
第64回 学習会
テーマ未定

アマビエＴシャツ
在庫は残り少数となっております。
詳しくは事務局までお問い合わせください。

日 時：2021年
27日(土) 14：00～
場 所：多摩住民自治研究所
参加費：300円
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