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STEPS

活動履歴 6 月 6 日〜 7 月 3 日

6.6 〈調査〉6 月議会
6.6 〈参加〉政治学「マスメディア」杉尾氏（TBS）
〈懇談〉市民
6.7 〈駅頭〉南浦和西口
〈調査〉6 月議会
〈参加〉火曜会
6.8 〈会議〉無所属の会
〈公務〉6 月議会（初日）
6.9 〈駅頭〉武蔵浦和東側
〈提出〉建設水道委質問通告
〈調査〉6 月議会
6.10 〈調査〉6 月議会
〈会議〉無所属の会
〈研修〉東海大「現代民主主義論」
6.12 〈研修〉NPO2007 年問題
6.13 〈公務〉6 月議会（一般質問）
6.14 〈公務〉6 月議会（一般質問）
6.16 〈公務〉6 月議会（建設水道委）
6.17 〈公務〉6 月議会（建設水道委）
〈研修〉東海大「現代民主主義論」
6.18 〈研修〉東京市政調査会「地方議会」
〈研修〉若手市議 「北朝鮮拉致事件」
6.20 〈研修〉住基台帳閲覧制限
6.21 〈公務〉議会運営委員会
〈研修〉食育塾「食生活」
〈懇談〉議員〈懇談〉市民
6.22 〈公務〉6 月議会（最終日）
6.24 〈視察〉南区役所・武蔵浦和駅周辺
〈研修〉東海大「現代民主主義論」
6.27 〈応援〉都議会（小金井市）
〈応援〉国分寺市長選
〈研修〉日経グローカル「PFI」
〈懇談〉市民
〈懇談〉市民
6.28 〈手伝〉児童養護施設（明日 12 時まで）
6.29 〈懇談〉南区議員・職員
6.30 〈懇談〉議員
7.1 〈参加〉プラザウェスト落成記念式典
〈会議〉無所属の会
7.3 〈招待〉スポーツチャンバラ（観戦）

FROM EDITOR

何人もの方に、駅でお声がけをいただ
きました。なにより励まされます。
本当にありがとうございます。
朝早い時間に通勤・通学される方々に、
不快な思いをされないよう音の調整や
話の内容を工夫するとともに、市政に
関するニュースを的確に伝達できるよ
う、当レポートを成長させていきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

E-mail
tel 048-873-1965
fax 048-873-3446 HP

6 月議会は、6 月 8 日から開会し、
22 日最終日を迎えた。今回の議会
での特筆すべき点は以下の通り。

議員提出議案
既に新聞各紙に登場しているが、
住民基本台帳の閲覧制限についての
条例を 5 会派が提出。私の所属する
無所属の会も名を連ねている。
さいたま市議会では、政策条例を議
員自ら提出するのは初めてかもしれ
ない。分権時代に対応するさいたま
市議会の新しい姿だと期待してい
る。議員立法という議会の本来の権
能を生かすことができるかどうか
は、これからの審議にかかっている。

doi@doih.net
http://doih.net

６月議会報告
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一般質問
市長が 5 月の選挙で掲げ
たマニフェストに関連し
た質問がいくつかでた。
岩槻区選出議員による質
問では、合併前との比較
により、市民サービスは
岩槻市の時のほうが良
かった、との言及。

議案審議
予算・条例・契約・人事・
その他の議案を審議した。

市長提案の議案はすべて原案可決。
中でも指定管理者制度の導入の準備
のための条例が 40 本も上程された。
今後、指定管理者の指定までの過程
は以下のようになる。

○指定管理者の指定までの過程○

行政

基本方針の策定

議会

選定委員会

特別委員会で報告

質問

の
土井

指定
議会で審議（常任委）

建設水道委員会における議案外質問

（建築総務課 048-829-1538）
①耐震診断事業
②公共工事コスト縮減計画の進捗 （技術管理課 048-829-1515）
●答弁

memo

①は、計画を策定し、国の動向を見
ながら進めていくとのこと。いかにお
金を使わずに、住民の不安感を解消す
るかが鍵。市の耐震診断の助成は市の
診断資格者名簿登録者による診断によ
り、住宅一戸 2 万 5000 円、分譲マン
ション一棟 100 万円を上限とする。
利用を希望される方はご連絡を。

※建設水道委員会
建設局・水道局を所管する委員会

※議案外質問
事前に通告 ( 文書などで正式に告げる )
をすれば、委員会の所管事項について
質問することができる。ただ、時間は

②は、16 年度分が今年の 10 月に結

1 人 10 分。半分は職員の答弁である

果がでる、とのこと。そのときに具体
的な効果が明確になる。行革の最たる
もので注目している。

ため、実質は 5 分間の質問時間であり、
質問は短く、わかりやすく、答弁に配
慮して行なわなければならない。
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研修
講義『現在民主主義論』報告
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シュンペーターによる
古典的民主主義への批判
民主主義を「物事の決定の方法」として見た時、
民主主義は、シュンペーターの登場により、
そのあり方を一変した。
シュンペーター（1983−1950）は経済学者で
ある。今回は古典的民主主義の簡単な特徴と
それに対するシュンペーターの批判を述べる。

■古典的民主主義

「民主主義的方法とは、政治的決定に到達する
ためのひとつの制度的装置であって、人民の
意志を具現するために集められるべき代表者
を選出することによって人民自らが問題の決定
をなし、それによって公益を実現せんとする
ものである」。

では、なぜこうしたことができるのか。
現地に行ったわけでもなく、断定はできない。
が、政治家（町長）の決断と責任の取り方、
職員の危機感とそれにともなう本気度、そし
て住民の「気づき」。こうしたことが重なった
結果なのではないか、と想像している。なに
より町長の強い意志を、町長自身の言葉から
読み取ることができる。
規模も地域性も異なるため、さいたま市と単
純比較はできない。また、矢祭町の今後は、
決して予断を許すものではない。ただ、この
町の姿勢は、時代の転換期におけるモデルの
一つとなることは記しておきたい。

■古典的民主主義への批判
これに対し、シュンペーターは以下、
3 つの批判を述べる。

確かに批判は的を得ているが、批判ばかりで
は説得力がない。では、シュンペーターはど
んなことを考えたのか。以下は次号で。
※『現代世界の民主主義理論』
（新評論 白鳥令ほか編）から引用。

0+!+*0%*1!

※高いほど良いとされている。1 を超えると交付税
の対象とならない不交付団体となる。さいたま市
は 0.97（H15）
。
面積：118.22 平方㎞
人口：6993 人
（05 年 6 月 1 日時点）

福島県
矢祭町

【矢祭町 HP】
http://www.town.yamatsuri.fukushima.jp
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１．人々が意見の一致を持って認められるような、
「一義的に規定された公益」はまったく存在しない。
２．もし仮に公益の存在が万人に承認されたとしても、
そのことは個々の問題についての明確な解答とな
るものではない。
３．以上 点からの帰結として、「一般意志」という
概念は空中に霧散してしまう。

http://doih.net

しかし、である。この決断から、この町は、常識を超えた行革を進めることとなる。
年中無休の窓口業務、職員の自宅を開放した出張役場の設置、その他、住
民サービスを向上させている。にもかかわらず、職員数や議員定数を削減、
職員自らによる清掃などにより、コスト削減を実現している、というのだ。
住民も「自分たちでできるものは自分たちで」という流れに立って、「行
政サポーター」が動き出しているという。
強制的なヤラサレ感や他への依存心から合併の道を選択するよりも、厳
しくとも独自の道を歩む。そんな自立心と覚悟から、矢祭町の「今」が
はじまったのである。
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18 世紀の哲学者（J.S. ミル／ルソー／ベンサ
ムほか）が民主主義について下した定義は、
以下のようなものだ。

『合併しない宣言』―。
さいたま市が誕生した 5 ヵ月後、福島県矢祭町長がこの宣言をぶち上げた。
大合併は国策であり、とくに一万人を切る自治体にとって合併は不可避
だ、と言われている。それなのに、約 7000 人の人口、財政力指数は
0.22（※）の町が、
『宣言』をしてしまうとは…。心意気はいいが、町
民は不幸になるのではないか、という批判も少なくなかった。
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古代ギリシャのころから、民主主義とは以下
のようなものだった。
「多数決」による決定方式がとられ、結果的に
多数者が支配する。言い換えれば、物事の決定
について、大衆に対する無限の信頼を置いてい
た制度だった、ということである。大衆が最も
理性的な判断をすることを前提としている。

HP もご覧ください
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時には気づかされ、時には励まされる。「言葉」に生かされている、と感
じることがしばしばあります。これから随時、私の心に響いた言葉を、
私の感想も含めて紹介していきます。

当レポートには随時、インターネットの情報を掲載していきますが、インターネットを見ることの
できない方にも対応していきますので、気兼ねなくお問い合わせください。説明責任を果たすこと
を大切にしていきます。

