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海老根市政を、どう評価するか
－ ２０１０年度予算に、なぜ半数近い議員が反対票を投じたか－
財政に おい て、 そう まで性 急に 「マニ ュフ ェス ト」の
海老根市政が始まって、２年が過
ぎました。国に先駆けた「事業仕分
け」の実施などは、一定評価されて
良いでしょう。

達成を 急ぐ こと を本 当に市 民は 望んで いる でし ょうか 。
たし かに 「マ ニュ フェス ト」 は、選 挙に おい て市民
のみな さん の信 任を 得たも のか もしれ ませ ん。
しか し郵 政選 挙の ような シン グル・ イシ ュー の選挙

しかし派手なイベントが次々に実施されていく

であれ ば別 です が、 市長選 挙に よって 「マ ニュ フェス

一方、高齢者バスカードや修学旅行の付添看護士

ト」の すべ ての 項目 に「無 条件 で信任 が与 えら れた」

など、地味でも大切な予算の削減が相次ぎます。

とする のは 、無 理が あるの では ないで しょ うか 。

さらに善行土地取得問題、「地域経営会議」な
ど‥‥

いま、藤沢市政が「どこかおかしいので

は？」という声も、随所で聞こえてきます。

まし て、 「マ ニュ フェス ト」 の政策 とし ての 妥当性
・有効 性が 検証 され たわけ では ありま せん 。
もち ろん 、け っし て市長 の権 限を否 定す るつ もりは

３月１７日の市議会本会議は徹夜審議の結果、

ありま せん が、 二元 代表制 のも と、議 会は 議会 として

とうとう２０１０年度一般会計予算案に、議員の

「マニ ュフ ェス ト」 の妥当 性・ 有効性 を検 証す る責務

半数近い１６人もの議員が反対票を投じるという

を負っ てい ます 。

異例の事態になってしまいました。
何が原因だったのでしょうか。私は会派を代表
して、以下のような予算討論を行いました。
いま藤沢市政の何が問題となっているのか、ど
うぞみなさんも一緒に考えてみてください。

藤沢 市は 、国 に先 駆けて 「事 業仕分 け」 を実 施しま
した。 事業 の選 択理 由やそ の結 果につ いて は異 論もあ
ります が、 「議 論が 目に見 える 場で行 われ た」 という
透明性 が、 多く の市 民のみ なさ んに一 定の 評価 を得た
のだと 思い ます 。
その 意味 では 、「 マニュ フェ スト」 も聖 域と せずに

「マ ニ ュ フ ェ ス ト」 は 聖 域 で は ない は ず
藤沢 市の 一般 会計 予算は 、子 ども手 当の 支給 などに
伴う予 算額 を除 けば 前年度 比９ ８．８ ％と 、実 質的に
は緊縮 財政 とな りま した。 財政 調整基 金を 取り 崩し、
起債も 行っ た上 での 結果で す。
従来 から の事 業の 査定の 際に は「劣 後順 位」 という
言葉が 使わ れ、 廃止 ・縮減 され た事業 も少 なく ありま
せん。
この よう な中 であ れば新 規事 業は本 来十 分な 検討の
上、基 本的 には 抑制 される べき ものだ ろう と思 います 。
しか し実 際に は、 多くの 新規 事業が 目白 押し です。
もち ろん 、緊 急的 な経済 対策 や雇用 ・生 活の 安定の
ために 必要 なこ とに ついて は、 積極的 にと りく まなけ
ればな らな いで しょ う。
です が、 現実 には 海老根 市長 の「マ ニュ フェ スト」
にかか わる 新規 事業 も少な くあ りませ ん。 現下 の緊縮

「事業 仕分 け」 の対 象とし たり 、その 政策 の妥 当性・
有効性 につ いて 透明 性のあ る論 議を行 い、 最終 的には
議会の 議決 を経 ると いうプ ロセ スを踏 んで いた だきた
いと思 いま す。
そし て時 には 、よ しんば 「マ ニュフ ェス ト」 の内容
が修正 され るこ とが あって も、 けっし て市 民の みなさ
んは非 難は され ない と思い ます 。
その こと こそ 、む しろ市 政に 対する 信頼 を高 めるこ
とでは ない でし ょう か。

地域 経 営 会 議 ・ まち づ く り 基 金 条例
焦点 のひ とつ であ る「地 域経 営会議 」、 およ び「地
域まち づく り基 金条 例」に つい て申し 上げ ます 。
「地 域分 権」 や「 地域の 自治 」とい う考 え方 自体は 、
非常に 重要 なこ とだ と思い ます 。私た ちは けっ してそ
のこと を否 定す るも のでは あり ません 。
しか し、 私た ちは この「 地域 経営会 議」 や「 地域ま

ちづり くり 基金 条例 」には 、多 くの疑 問点 を指 摘せざ

しの良 いも のに して いく必 要が ありま す」 とお っしゃ

るを得 ませ ん。

ってい ます 。

市長 が「 今後 の行 政運営 の根 幹をな す」 とま でおっ

とこ ろが いま 、「 行政内 のコ ミュニ ケー ショ ンが民

しゃっ た事 業で す。 多くの 権限 が地域 に委 譲さ れ、市

主的に 行わ れて いな い」と いう 声を、 耳に する ことが

役所の 機構 も大 きく 改変さ れま す。予 算措 置も 伴いま

少なく あり ませ ん。 その端 的な 例は、 参考 人招 致の際 、

す。そ のよ うな 重要 な事業 であ れば、 なぜ 条例 で定め

ある参 考人 の述 べた 言葉で しょ う。

られな いの でし ょう か。
わが 会派 は再 三、 「地域 経営 会議」 の位 置づ けや権
限をめ ぐっ ては 、地 方自治 法に 照らし て問 題は ないの
か、と いう こと も指 摘させ てい ただき まし た。
それ らに つい て、 私たち は明 確に得 心の いく 説明を
いただ けた とは 思っ ていま せん 。
また 、さ きほ ど「 マニュ フェ スト」 と「 議論 のプロ
セス」 につ いて 述べ ました 。こ の問題 も、 まさ にその
典型だ と思 いま す。

「市 役所 の中 に、 市長に 異議 が唱え られ ない 雰囲気
があり 、そ のこ とが 様々な 問題 の源泉 とな って いる」
という 主旨 のこ とを 、参考 人は 述べま した 。
もち ろん 、こ れに は反論 もあ るでし ょう 。証 言者の
主観に すぎ ない かも しれま せん 。
しか し、 この 言葉 が、い ま藤 沢市の 行政 が直 面して
いるさ まざ まな 課題 を象徴 して いるの では ない かと思
えてな らな いの です 。
トッ プマ ネジ メン トの下 「ス ピード 感の ある 改革」

「分 権」 や「 自治 」のあ り方 そのも のに つい て市民

なるも のが 必要 な場 面も、 けっ して否 定は しま せん。

の皆さ んの 間で 十分 な議論 があ り、結 果と して 「地域

しか し、 慎重 な論 議と、 十分 な合意 形成 は、 どのよ

経営会 議」 とい う方 式にた どり 着いた ので はあ りませ
．． ．
ん。こ れも 「マ ニュ フェス ト」 ありき です 。
つま り、 「分 権や 自治の あり 方が『 トッ プダ ウン』
で決め られ た」 とい う、根 本的 な矛盾 をは らん でいる
ことも 指摘 せざ るを 得ませ ん。
これ で、 本当 に「 自治」 が根 付くの でし ょう か。

うな場 面で あっ ても 必要で はな いでし ょう か。
そし て、 とき には 立ち止 まり 、振り 返る こと も必要
ではな いで しょ うか 。
もし 仮に 「お かし いこと をお かしい と言 えな い」雰
囲気が ある とす れば 、それ は「 組織の 危機 」と もいう
べきこ とだ と思 いま す。

この よう に本 質的 な多く の問 題をは らむ 以上 、私た

十分 な「 論議 のプ ロセス 」こ そが、 施策 の過 誤を食

ちはこ のま ま「 地域 経営会 議」 、およ び「 地域 まちづ

い止め 、ひ いて は市 民の皆 さん の生活 の向 上に 資する

くり基 金条 例」 につ いて賛 成す るわけ には いか ない、

ことに つな がる ので はない でし ょうか 。

という 結論 に達 しま した。

「耳 の 痛 い 話 」 に、 耳 を 傾 け て ほし い
善行 土 地 取 得 問 題
善行 の土 地取 得問 題につ いて 申し上 げま す。
この こと につ いて も、さ きほ どから 申し 上げ ている

市長 の施 策の すべ てを否 定す るわけ では 、け っして
ありま せん 。
「１ ００ セン チの 目線」 とお っしゃ った その 背景に

「論議 のプ ロセ ス」 の不透 明を 指摘せ ざる をえ ません 。 は、あ る困 難な 課題 を抱え てい た中学 校で 、当 時の市
そも そも 、取 得の 前提と され ている 「コ ミュ ニティ
活動事 業」 につ いて は、文 書と して計 画が 提示 された
わけで はあ りま せん 。口頭 でし か存在 しな い計 画です 。
連合 審査 では 取得 の前提 であ ったは ずの 「自 治会連
合会の 陳情 」が 、「 住民の 総意 ではな かっ た」 という
ことも 明ら かに なっ てしま いま した。
この こと は、 重く 受け止 める 必要が あり ます 。
この 問題 につ いて の論点 はさ まざま あり ます が、再
三申し 上げ てい る「 論議の プロ セス」 とい う点 から申
し上げ ます 。

長が子 ども たち に体 当たり で向 き合っ て行 かれ た、そ
の経験 もお あり だっ たので はな いかと 拝察 しま す。
けっ して 借り 物の 言葉で はな いと、 私は 今で も信じ
て疑い ませ ん。
だか らこ そ、 申し 上げた いの です。 耳の 痛い 話に、
耳を傾 けて はい ただ けない でし ょうか 。
以上 、今 回の 一般 会計予 算案 には、 市民 の皆 さんに
とって 必要 な多 くの 重要な 施策 も、多 々含 まれ ている
と評価 して いま す。
しか し、 縷々 申し 上げた よう に多く の問 題点 を指摘

取得 の妥 当性 如何 は別に して 、なぜ この よう な疑義

せざる を得 ない 以上 、議案 第７ ５号「 平成 ２２ 年度藤

を抱か れる よう なこ とが生 じた のか、 とい うそ の根本

沢市一 般会 計予 算」 および 議案 第５４ 号に つい ては反

に関わ るこ とだ から です。

対し、 その 他の 特別 会計議 案な らびに 関連 議案 につい

市長 は施 政方 針の 中で、 市役 所の「 職場 環境 を風通

ては賛 成と させ てい ただき ます 。

（一 部略 ）

