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はじめに 今回の都知事選挙が持つ意味 

 

 池上 おはようございます。急に都知事選挙ということになり、緊急の座談会を企画す

ることにしました。今日は今度の東京都知事選挙のもつ性格、政策的な課題、多摩地域特

有なテーマ、今日の国政との関係も視野に入れながら話し合いができればいいと思います。 

 最初に私の方から、知事選そのものについて感想的なコメントをしたいと思います。 

 今度の猪瀬知事の汚職事件とそれによる知事の辞職という流れですが、私が調べたとこ

ろでは、いまの憲法になってからの東京都知事のことでこうした事件はなかったことがわ

かりました。汚職のような噂がなかったということではなく、これほど稚拙というか恥ず

かしい形で事件が表にでて知事が辞職した例はありません。戦後新しい地方自治法の下で

行われた都道府県レベルの選挙で、知事選挙で知事が病気や亡くなって知事を選ばなけれ

ばならないという地域がなかったわけではありませんが、それ以外については、基本的に

はいわゆるいっせい地方選挙の期日でずっと行われてきているのです。ということはずっ

と大半の知事選はまともだったということです。 

都道府県議会議員選挙についていうと、東京都以外はすべていっせい地方選挙でやって

いるのです。東京都議会だけがかつて「黒い霧事件」というものがあって、議会が解散に

追い込まれ、東京都議会議員選挙だけがいっせい地方選挙から外れているという事態にな

っているのです。そうしたこともわれわれは都民としてたまには振り返った方がいいので

す。 

それにしても今度の猪瀬知事の事態は、東京都の主権者に対して大変恥ずかしいことで

あると認識することがまず大切であると思います。合わせて見逃せないのが、石原知事の

辞め方です。あらためてそのことをいわなければならないのは、地方自治法の上でも、ま

た公職選挙法の上でも、今日の知事に限らずどの選挙も、公約を掲げて選挙を行い、それ

に対する信任によって選ばれるという形をとっているはずなのです。理論的には半代表制

といっている選挙で、公約に掲げたことは必ずやる、掲げなかったことはやらないという

のが、半代表制の原則です。そうしたものによって行われる今日の選挙制度、民主主義の

仕組みとの関係で考えると、石原都知事が職を投げ出したことがどんなに重大なことであ

ったかということを思い起こしてみる必要があると思います。「後継者」という形で、封建

時代ではないかと思うような形で、副知事を指名するようにして出てきたのが猪瀬氏だっ

たわけですが、じつはその陰に何があったかということが浮かび上がってきたということ

です。私は民主主義、地方自治の原理、そして選挙制度というものの全体を通じて、これ

をどう位置づけるかを徹底的に検証してみる必要があると考えております。 

いうまでもなく、いわゆる百条委員会をきちんと続けて、本当は何があったのかを明確

にするということです。地方自治法の一〇〇条にもとづく委員会というのは、そこで証言

を拒否すると禁固となるくらいの権限をもっている委員会です。そういう意味では、今回

の事態を軽くみるならともかく、重大視するということであれば、百条委員会をきちんと
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続けるべきだと思いますし、真相をきちんと究明する義務が私たち都民自身にもあるので

はないかと思っています。 

それにつなげてもう一ついわなければならないのは、石原都政の下で与党であった政党、

そしてまた猪瀬知事の実現に動き、また猪瀬知事の下で与党であった政党・会派の組織の

責任は問われなくてよいのかという問題があると私は思っています。マスコミはほとんど

そのことについて触れておりませんけれども、それは怠慢であるし、政治の根本をダメに

する可能性があると思っています。その点はみなさんどうですか。ご意見があればおっし

ゃっていただきたいと思います。 

 

神子島 去年の参議院選挙のときにも話が出たと思いますし、一昨年末の総選挙でもそ

うだったわけですが、政党政治への不信がいわれていて、政党の方もそれに何となく気づ

いてはいるはずなのですが、根本のところで有権者に対する責任を果たしていないことが

いまの指摘で分かる通りに、根本のところを完全に外しているというか、政治を担う役割

を果たしていないというところがはっきり出ています。マスメディアの問題は大きいにせ

よ、有権者がそれを正していかなければ、この政党のあり方はどこまでも続いてしまうと

いうことです。 

 

池上 政党の責任ということで、妹尾さんなど、感覚的でいいのですが……。 

 

妹尾 今回猪瀬さんの得票数が史上最高だったことにみられるように、人気投票になっ

てしまって、石原さんの後継者だということで、一気に簡単な流れが作られましたと思い

ます。私が東京都の子どもの政策などのことをやっているなかで感じるのは、地方自治と

いうことを市民が本当に学んでいないなということなのです。地方自治ということについ

ての市民の学びがないゆえに、安易な投票になったり、自分の足下にある政治をないがし

ろにしているのではないかと危機感を感じるのです。選挙制度の問題があるにしろ、市民

が分断されていることがストレートに出たのが今回の結果だったのだと感じます。 

先日、増山均さんとお話しして、教育基本法が改定（改悪）されてしまったことによる

弊害がジワジワといま出ている。とくに子どもの環境についていえば、例えば「子ども像」

を求め過ぎていて、「子ども観」というものを大人が持たない、非常に不寛容なものになっ

ている。子どものことを考えないということは地方自治を考えないということかなと思っ

ているので、そういう意味で大人が地方自治を、東京でこそ本当に地方自治をしっかりつ

くらなくてはいけないということが課題ではないかと思っています。 

 

本田 一般の都民からすると都政というものはとにかく情報もないですし、何が争点な

のかも分かりにくい。調べればいろいろ大きな問題はあるのですが、それが何であるかに

ついては国政に比べあまりよく知らされていないという感じがします。また、二元代表制
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で、知事はみんなで選ぶけれども、議員は選挙区独自の雰囲気のなかで選んで、それぞれ

選んでいるような気にはなるけれども、それが何をやっているのかはあまりよく分からな

いということになっています。知事選については選挙区での選挙よりもリベラル（革新）

の側はつねに少数で、なかなか手が届かないので、余計に関心を持ちにくいままずっとき

ているように思います。 

 

荒井 都庁の行政組織は、都知事がいったことで動く仕組みになっていて、議会はそれ

にＯＫを出すか出さないかという機能くらいしか見えてきません。しかし、都知事がいま

まで具体的な政策を選挙時に持っていたかというとそうではありません。非常に抽象的な

政策をいい、当選した後からその周りにいろいろな集団が形成され、不透明な形でそれが

都知事の声として実行されてしまう。そういう流れができているように思えます。都庁の

行政組織には能力があるので、都知事の「公約」とされればいわれたことを実行してしま

う。ただし、四〇〇万票以上を取った都知事が今回こんな形で簡単に辞めてしまうという

ことは、行政マンからしても「本当に都民の声なのか」というところに疑問を抱かざるを

得ないと思います。今回の都知事選は、政党が果たすべき役割と、都知事が都民の代表と

して担うべき役割に対して、大きな問いを投げかけていると思います。 

 

池上 美濃部都知事の一期目、二期目は大変な変化だったのです。東京都のなかの組織

をガラガラに入れ替えたのです。というのは、全部官僚がつくられていて、住民要求とか

何とかいっても官僚主義で実現できないわけです。それではダメだということになり、勢

いがあったので一気に壊してしまいました。それがみるべき政策を残す結果にはなったし、

それまでなかなかものがいえなかった人たちに日が当たり、ものがいえる状況が生まれま

した。ところが鈴木さんになって、鈴木都知事というのはいわゆる反動ではなかったので

すが、もともと内務省の官僚ですから上手なのです。政策水準はそんなにダメにはならな

かったのですが、組織の民主主義の力は官僚的組織のそれとして発展したし、それなりの

発言もできるような雰囲気はあったのですが、民主主義的発展とはならないのです。鈴木

さんは自分自身が大変力があったからどんどん発言して仕事をした人なのですが、そのあ

とは、知事がいったっていなくったって仕事ができてしまうから、そんな知事が次に現れ

るようになりました。それが青島さんだったのです。石原さんになって、それに輪をかけ

てそもそも何もやらないのです。一週間のうち二日か三日くらいしか都庁に来ないのです

から。 

ということで、なぜこういうことができるようになってしまったかというと、完全に官

僚システムだけで動くものになったからなのです。それの引き継ぎとして猪瀬さんがあの

ような格好になったのです。知事選の投票率の傾向などを見ればわかるのですが、そうい

う状況の下ではっきり下がっていくのです。私たちがどういう都政を描くかが、じつはけ

っこう大きくて、本当の意味で「おまかせ民主主義」ではダメなのです。 



5 

 

 

荒井 美濃部都政期には長谷部答申というものが出され、トップダウンだけでなく下か

らの職員の声を吸い上げる職場懇談会構想などがあったわけです。ですから職員が本来も

っている専門性にもとづいた声を、トップダウンだけでなくて下からも上からも吸い上げ

ていく仕組みをつくろうとしていました。ところがそれが途中で終わり、結局それに代わ

って鈴木都知事が築いた官僚機構が都庁に広がっているのです。 

 

池上 私が日野市役所の現職の職員でいたときに、東京都の職員研修の講師に行ったの

です。市町村の職員が東京都の研修の講師に招かれるなどということができたのです。こ

んなことはかつて絶対になかったのですが、なぜそんなことをやるかというと、市町村が

見えなくては東京都政はつくれないという信念が知事にあり、幹部にあったということで

す。そういうものが存在しなければ無理です。法律を受けて上手にこなすという点では、

東京都を超える行政システムはありません。専門職がものすごい数いますから、それだけ

でもうクリアできてしまうのです。われわれが目指すものは何かということもありますか

ら、この話は大事だったかも知れません。 

知事選の動向について、みなさん感想でいいので出してください。いま細川さんとかい

ろいろな名前が出ています。東京都は規模も大きいし、ああいうふうな流れ、有名人主義

になるのはある意味では仕方ないと思うのです。しかしいまのような流れはどんなふうに

思っておられますか。 

 

神子島 細川さんが取りざたされていますが、「脱原発」という点では、東京都が電力消

費地として重要であるというけれども、彼はほかに都政について何も発言していない。結

局いわゆる「後出しジャンケン」的な部分が何も変わらず、知名度とイメージ戦略で勝つ

ことを狙っているとしかいまのところは思えません。もっといえば、ネットでいわれてい

て確かにそうだなと思うことですが、細川さん自身がどこまで都政をまじめに考えている

かわからないということです。後ろで小泉氏が動いていることからも、いわゆる政界再編、

つまり何をやりたいかではなくどう人を組み替えて流れをつくるかという本質的でないと

ころにいまの状況が使われているのではないかと思えます。政策論争ができない状況は変

わっていないと思っています。 

 

荒井 「東京の教育」で痛めつけられている教育関係者の立場からすれば、とにかくい

まの流れとは違う人が実際に当選してもらわないといまの政策が続いてしまうという恐怖

感があります。 

 

妹尾 前回「都政の学校」で柴田徳衛先生が、東京都庁のなかにいくつ課があるか調べ

たところ三〇〇〇あったそうです。きちんと知りたいと思って一課に三年かかったとした
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ら私は九〇〇〇年生きていなければならないとおっしゃったのです。こういう規模という

のが一つの都市の行政を回していく適正規模なのかどうか、適正規模とはどのくらいなの

かが大変気になるのです。いま一三〇〇万人という東京都が首都であり巨大な地方都市で

あり、また国際都市であるといういろいろな看板を持って、そのままどんどん、どんどん

増殖していくようなくらい増えていっているということです。東京と名古屋が人口が増え

ているそうですが、そういう都市でどこまでいけるのだ、もうはっきりいって破綻してい

るのではないか。三多摩格差などというのはそのまさに現れなのではないかと思うと、さ

きほど神子島さんが「誰がなっても政策が語られていない」とおっしゃったのは、政策が

語られない規模になってしまったのかと思えるときがあります。ではその先どうしていく

のか。これは都市をどうつくっていくのかという都市論になるのかなという気がします。

残念ながら知事選云々ではないのではないかという気がするのです。むしろ街とか都市と

ういうものをどう私たちはとらえていったらいいのかというところで、もう少し学んでみ

たいと思います。 

 

池上 一三〇〇万人というと、スウェーデンよりはるかに大きいですから、そういうの

がまともかという議論はあり得るのです。 

そのことと少しつなげていっておいた方がいいのでいいますと、多摩独立論というもの

は昔からあり、戦前からありました。とくに戦後は何回もありました。いま多摩地域は四

〇〇万人を越える人口ですが、これは静岡県と同じですから、独立してもいいわけです。

もう一つは、私たちは普段あまり直接関係ないような顔をしていますが、「特別区」という

存在をどうみるかです。『緑の風』にも以前書きましたが、一九四三（昭和一八）年に日本

帝国主義の侵略（軍国主義）プログラムのなかでつくった首都論がそのまま生きていると

いっていいような制度なのです。特別区のなかでも普通地方公共団体になりたいという声

がかねてからあるのです。ですからああいう制度はやめて、普通の地方公共団体にしてい

く、普通の自治体にしていくということが、もう一つのテーマとしてあるはずなのです。

そうすると、いま地方分権とこれだけいっているのですから、権限を地方自治体に渡すと

いうことをすると、東京都のあり方が大きくかわるのです。そうしたことも合わせて本来

ならば議論していかなければならない課題はあると思います。 

 

本田 私もイメージ選挙になっていると感じます。今回細川さんが出てくると脱原発派

が割れる可能性が出てくると思います。脱原発派がイメージ選挙を払拭して、もう一歩レ

ベルアップしないと、従来の革新票の二〇〇万をもう少し上積みしないと勝てません。保

守派が割れるような形になるといいとのですが、脱原発派が割れるような形になると絶対

ダメという局面だと思います。 
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脱原発から先を考える 

 

池上 政策課題に移りたいと思います。いま新聞で原発問題が話題になっています。 

都知事選挙、東京都の関係からいえば、東京電力ですので、それでお話しすると柏崎刈

羽と福島です。柏崎刈羽は出力などどの角度からみても世界最大規模の原発ですから、都

民の責任は軽くないと私は考えています。しかも東京都で私がちが使っている電力を送る

ためにつくられていることも明らかです。 

 

妹尾 これも前回の「都政の学校」のときに進藤さんがおっしゃっていたなかに、東京

都の電力自給率は一一％ということがありました。当然原発もそうですが、東京電力は供

給は全部地方に依存する形にして、そういう状況だから温室効果ガスをどう減らすかに主

体性を発揮できない状況があるとおっしゃっていました。基地問題も同じだと思いますが、

自分たちが積極的に何を選択するかという意味でのエネルギー問題は根幹的なテーマだと

思います。それが地方自治のなかで語られない、われわれが普段学びとしてそれをしてい

ない、明らかに生活や経済圏ということと乖離してしまっているという実感があります。

そこが本来なら選挙によって問わなければならないだろうし、普段の運動とか市民・住民

運動のなかで培われていかなければならないということが、いまは脱原発というエネルギ

ー問題をどういうふうに持続可能にしていくかという模索のなかでは動いている部分もあ

ります。ですからこれは一つのチャンスでもあるし、積極的にもっと広めていくべきだろ

うと思っています。 

 

神子島 いま妹尾さんの話を聞いていて、私も同じようなことを考えていました。地方

自治というのを私たちがきちんと学んでいないということは、街のあり方が、例えば多摩

ニュータウンがかつては「ベッドタウン」、つまり「寝に帰る町」という感覚があるので、

そのなかでの経済活動とか暮らしというものが見えない。いわば「通勤しに行く都心」で

あり、都心にオフィスがあり、それとは別の場所に居住空間があり、それが分離している。

しかもエネルギーや食料を完全に外から持ってきて、ゴミもできるだけ海の見えないとこ

ろにやってしまうという構造の極限というものが原発です。そういうことから、脱原発派

が知事選の機会にそういうところから問いかけていって、候補者に投げかけるのは大事な

ところだと思っています。 

 

荒井 電気やエネルギーだけでなく、食料や水など、生活基盤を支える大事なところに

ついて地方自治の概念で議論しなくて済んでいるというのはおかしいことで、そのことが

原発問題、東京電力の問題に象徴的に現れていると、いまの議論を聞いて私も思いました。 

 

神子島 ＴＰＰなどを支持する人が東京には多いと思います。そういうところをきちん
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とみていないで、外からもらってこられるものだと思っているからこそ支持するのでしょ

う。 

 

本田 コンビニがあれば何でも大丈夫だから、供給源のことなど考えないですね。 

 

池上 これは経済政策の問題にまっすぐつながっていて、原発政策をああいう形で「脱

原発」でいうとすぐ票が集まるみたいなことのどこが危険なのかをいうとすると、では再

生可能エネルギーはどこでつくるのかというと、問題なのは原発だけではないのです。環

境汚染をしているのは化石エネルギー全体です。でもそういう議論にならないでしょう。

化石エネルギーはあいかわらずどんどん輸入しましょうという議論です。私は「脱原発」

にとどまっていてはダメだと思うのです。そこから進んで、脱原発は当然。まず止めるの

だ。しかしそれだけではなく、われわれは化石エネルギーをこれからも使い続けるのか、

再生可能エネルギーを政策にきちんと掲げようではないか、そして再生可能エネルギーは

東京都だけでは実際にはできません。八王子市のどこでやるとか、結局基礎的自治体と国・

東京都が連携してきちんと財政的あるいは経済的な最低限の保障をどこでつくるかもやっ

たりしながら進めていくテーマだと思います。しかもエネルギー論は広い視野から語らな

ければならないという点からいうと、日本列島は自然環境が場所によって異なるので、そ

れにふさわしいとなれば、基礎的自治体の力がきちんとすえられなければ無理なのです。

そういうものとして東京都において典型をつくる。一般論でいえばそういうことは分かっ

てきているのですが、東京都内であれだけビルがあるけれども、ビルで太陽光発電などや

れることはかなりたくさんあります。ドイツの実践などで分かっています。もともと多摩

地域は豊かな森林を持っていますから、森林バイオマスでいうと、毎年森林が成長するか

という成長率に対して、どれだけ消費されているかという消費率がありますが、わが国は

一％くらいなのです。九九％は毎年森林を捨てているのです。建築材にもほとんど利用し

ていないし、森林バイオマス、木材を直接使うストーブなども含めるとものすごい可能性

があるのです。 

 

神子島 しかもこれだけ環境問題がひどいなかで、木材を外国から買っている。 

 

池上 本当は東京都の政策で、檜原村とか多摩などの豊かな森林資源をどうするかとい

う問題をきちんとする。これはいわゆる地域経済論でもあるのですが、根本的なエネルギ

ー論でもあるのです。これをわれわれが語ることが必要になっていると思います。そうい

う意味では、脱原発をいっているからいいというところにとどめない議論が、今度の都知

事選挙では語られるべきこととしてあると思います。 

それにつなげて経済の話ですが、日野市商工会がこの間新年会をやったそうです。会長

が冒頭あいさつで「アベノミクスといって潤っている企業のみなさんもおられるようです
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が、私たちは何も感じません」といったらしいのです。新年のあいさつでです。シーンと

なってしまったそうですが、それが実感なのです。続けて、「それで消費税があがると本当

に大変なことになるという思いが会員のなかで語られています」という意味のことをいっ

たらしいのです。やはり現場がどうなっているかに敏感な都政が必要になっています。 

 

オリンピックとカジノ 

 

本田 オリンピック景気に期待があって、成長戦略の一部ですが、国が五兆円つぎ込ん

で、さらに三兆円の波及効果といっています。しかし、オリンピックの波及効果について

専門家が近年分析したものをみると、波及効果があまりない、もしくはマイナスという見

解さえあるので、都も波及効果を大きく宣伝していません。なぜかというと、どの国も財

政赤字の問題があるので、オリンピックが財政赤字を拡大し、他の有効な投資を削減する

という弊害がむしろ強いからです。 

もう一つはオリンピックを契機に湾岸副都心開発が息を吹き返しています。さらに都心

部の高速道路の整備だとか、羽田・成田をつなぐ新しい路線、大型客船用埠頭などがこの

年末年始、報道されています。これも従来型の高速道路と鉄道という組み合わせの都市を

長期にわたって固定化しようとする政策です。やったとしても五〇年、六〇年しかもたな

いような構築物ですから、本当にそれでよいのかということがあります。それがあまり議

論されないまま、これまでのものを大規模のリプレースをして、拡張していくということ

です。 

私は、臨海副都心は、これが特別会計で行われていることに問題を感じています。東京

都の財政は豊かなのですが、特別会計でやっているのでそこに赤字が出る。赤字が出ると

都債を発効する。都債の残高がつみあがったままです。東京都が目につく形で公表してい

る都債発行残高は 二〇一三年に約五兆七〇〇〇億円です。しかしこれには公営企業会計が

含まれていなくて、それを含む都債の残高全体は一〇兆四二七四億円です。他方、都債の

金利は個人投資家が引き受ける場合には一〇年物で〇・七～八％ですが、銀行等が引き受

ける場合の利回りは一・五～一・九％、一〇年超の超長期債においては実に二％以上とな

り、同じ満期の国債利回りを大幅に上回ります。それで都が支払っている平均利回りが一・

六六％となるわけです。単純に計算すると利払いだけでも一七〇〇億円以上を都が支払っ

ていることになるでしょうか。銀行としては借金漬けの都はうまい金づるです。これに加

えて、新銀行東京にも救済融資として都の財政を使っていて、それが金融機関に返済の形

で流れていくという仕組みになっています。ですから、すぐにやるべきこととして、私は、

一般会計の資金を投入してでも都債を償還して、こういう資金の流れを断つ必要があると

思います。 

また臨海副都心の外郭団体そのものが都の天下りの巣窟ということになっていて、この

問題が放置されたまま、既存の方針を大規模に続けていこうとしています。この天下りの
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仕組みもすぐに止めさせなければなりません。 

つまり、オリンピックはこうした副都心再開発と都心部再開発の問題をそのまま隠蔽し

て、再活性化をはかるということだと思うのです。臨海の高額マンションが売れていると

いうことですが、悲観的にみる人は一時的なものだとみていて、今後人口が減少しますし、

都心部の不動産価格も長期的には下がるといわれているので、せいぜい一時的なバブルで

しょう。そうではなく、大多数が日常的に利用する在来線の混雑や教育・育児・医療・高

齢者施設などに財政を使うべきです。新銀行東京の清算処理は当然です。 

それから、「戦略特区構想」で外資を呼び込むということですが、この間も誘致自身はず

っとやってきましたが、うまくいっていないわけです。これも結局はたいした効果がない

まま、税制優遇や労働規制の緩和だけが残るようなものになりかねないと思います。 

最後の「カジノ」ですが、こんなものを軸にして都市の活性化に邁進していいのかとい

うことです。お台場に作るというのは石原慎太郎氏のかねてからの主張で、その背後には

国際的なカジノ資本や日本の大手企業があります。確かに表面的には税収が増えたりしま

すが、ＨＩＳがハウステンボスでカジノをやろうとしていて、ただカジノだけでは人が来

ないから、ほかのエンターテインメントをといっていますが、そういうものもすでにある

ので、そうだとすると歓楽街をつくって盛り上がろうということになる。これもかなり品

のない発想だと思います。細川さんがもしこれを支持するとしたら、これは絶対ダメです。 

 

妹尾 以前聞いたのですが、国立競技場の建て替えで、それも膨大なお金がかかります。

都が三五〇〇億円を用意しているけれども、国がもっと大幅な負担をして云々といわれて

います。もちろん景観や都市をどうつくっていくかという問題があるにしても、それを維

持していくのに大変お金がかかります。今年ブラジルで行われるサッカーワールドカップ

にも反対運動がいまだに起きていますが、それは社会保障などにもっとお金を使ってほし

いという訴えがあるわけです。 

たとえ話を聞いたのですが、新しい国立競技場を維持していくにはサザンオールスター

ズとユーミンが年間一〇〇日コンサートをやらなければならないそうです。第二競技場を

つくらないから、ますます稼働率を上げなければならないということがあり、八万人規模

のスタジアムを一杯にするアーティストは何人いるのかという話は分かりやすいと思った

のです。いま抱えている課題を、どう分かりやすくデータにして見せていくかは、手法と

して必要なのではなのだと思います。これはまたメディアの一つのやらなければならない

ことですし、私たちが地方自治が大事だといっている以上、そういう追及の仕方と表現の

仕方を学ぶ必要があると思ったのが、分かりやすいサザンとユーミンの例から印象に残っ

たのですが、そんなことを感じるとオリンピックの今回の問題はもっと、もっと語られな

ければならないし、今回の都知事候補は「やると決まったから」としかいえなくなってし

まっている状況はキツイなと感じているところです。 
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神子島 本田さんが話されたオリンピックと開発のつながりをもう少し深めて考えたと

きに、去年の都議会議員用の自民党の政策集（公約）の「世界一への道」１から７まで並

んでいて、一番目が「防災・防犯に強い頼れる首都を築きます」とあり、それに一兆一九

〇〇億円つぎ込むといっているのです。今回の知事選でもある程度語られるとは思うので

すが、防災というものに強い都市という形で、自民党などは大型開発をやろうとしている

わけです。いわゆる木造密集地を火災に強い町にしていくことは、もちろん必要なことな

のですが、そういう古い町をぶち壊して大型の開発をやるという形で、コミュニティを壊

すような方向で大きなマンションをつくるとか、大型道路を通すという方向にもっていこ

うとしている部分が明らかにあります。それは住民参加型で街づくりをしていかなければ、

ハード面で防災に強い街ができたところで、ソフトが壊れたら意味がないわけです。そう

いうところをきちんとまず考えていかなければいけないということが一つです。 

臨海部に関しては先月号の『緑の風』で築地の問題を書きましたが、豊洲に市場を移転

するというのも、オリンピックも同じなのですが、臨海部の開発というものがバブルがは

じけて計画が縮小してしまったわけで、それで土地が売れなくて、そこを彼らとしてはテ

コ入れして売りたい、そのためにオリンピックをもう一回ぶち上げて、いろいろな形で開

発を進めて売りたいということがある意味でみえみえなのだけれども、一般の有権者はそ

こを知らない。マンションの話も、考えてみればこれだけ人口減少がはっきり流れとして

みえているなかで、まず失敗する可能性もあるし、臨海部のマンションが売れたとして、

それは周囲の人口を吸い上げていくだけで、ますます一極集中が進むだけなのです。そう

いう意味では、東京都全体からみても、日本全体からみても、一部中央の近くにどんどん

吸い上げていく方向自体を変えていかなければいけない時期にきているはずなのです。そ

ういうところもきちんと考えて今回の都知事選も議論されるべきだと思います。 

 

防災とコミュニティ  

 

池上 防災の問題で重要なのは、ここで防災に名を借りて、マンションなども含めて「防

災に強い住宅」「木造密集地はなくすのだ」となって、ここ一〇年くらいの計画でやったと

します。そうすると四〇～五〇年して、いま多摩ニュータウンがぶつかっているのと同じ

問題が起きるのです。そういう建物がいっせいに老朽化するのです。これは恐ろしいこと

です。投入する金額が多く、土地の代金が違うでしょう。しかもつくるものが高層ビルで

すから、ちょっと恐ろしい話になるのです。そんなことは多摩ニュータウンで経験済みな

のです。こういうおろかなことはやめなければダメなのです。 

再開発・開発が今日直面している、少なくても第二次世界大戦以後だけでも、われわれ

はどんな経験をしてきたかということが、東京においてこそきちんと総括されなければい

けないのです。さきほど神子島さんがいわれた、コミュニティを破壊するということです

が、超高層ビル群でコミュニティは無理です。これは有名な話がありまして、一九七〇年
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代に「世界子ども年」というものがありました。そのときの提起で「子どもの権利条約」

が一〇年かけてつくられたのです。オランダで、自分たちは「世界子ども年」で、子ども

たちに何をプレゼントするかという政府の会議をつくったのです。呼ばれたのが芸術家な

どで、都市開発者でないのです。結論は、「子どもたちを四階を超える建物に住まわせない」

でした。これから建てる住宅はみな四階までにする。なぜかというと、有名な調査があり、

五階以上になると子どもはエレベーターがついていても地面に下りないというのです。す

でにあるアパートはもったいないじゃないかという意見もありましたが、それは元気な人

に住んでもらうとか、町の集会所にするということを、実際にやりました。オランダはい

まもそうです。子どものいる家庭は法律（住宅法）で五階以上に住めないのです。非常に

厳しいのです。なるべく一階か二階に下ろす。当然高齢者もそうなります。どんどん高い

建物はダメということになっていったわけです。本来、街はそうやってつくるものなので

す。ですから、いまの東京の都心のように、「私の家の窓の下に雲が見えます」。本当です

よ。こういう作文を書く子どもがいたのです。私が「孫悟空じゃないんだよ」といったら、

みんなワーッと笑いましたが、本当にそうなのです。超高層ビルに住んでいるから、窓よ

り下に雲が見えるのです。 

われわれは都市を効率だけで考えるのではなく、人の住む場所として考えて、本当の防

災とは何かと考える観点がないと、どんどん下らないことになっていくわけです。そうい

う都市の価値意識というものも、あらためてきちんとつくらなくてはいけません。 

それから、サイクルしていくものだということです。多摩ニュータウン型のものをつく

ってドカッとやって全部いっぺん壊さなければならないような開発はとにかくやめようと

いうことです。そういうふうに考えた角度からオリンピックを考えていくということだと

思うのです。 

その意味では五兆円つぎ込んでどうだということを考えたときに、仮に五兆円つぎ込む

にしても、あるところに一極集中でやる必要はありませんし、例えば埼玉に分散しても何

の不便もないわけですから、そういうことを真剣に考える。できるだけ環境型で行うのは

ＩＯＣ（国際オリンピック委員会）の確認でもあるわけです。これらをはっきりさせるこ

とが求められていることだと思います。開発の理論をもう少し整理して、いわば生涯型、

ライフサイクル型、つまり子どもから高齢者まで誰もがいっしょに生きていける共同社会

をどうつくるかを価値の基本にすえた都市論にしないとダメだということを、あらためて

きちんという必要があるのではないでしょうか。 

私はカジノというのは品格の問題もありますが、それ以上にマズイと思うのです。立川

に競輪場があり、府中に競馬場があります。これらを経験で考えて、それを大々的にやっ

たらどうなるかということですから、よその国はともかく、少なくても日本人の体質には

合わないのではないかということを、歴史的に考えてもわれわれの文化論としてもきちん

という必要があるのではないかと私は思います。 
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本田 これをまず東京でやり、大阪でも沖縄でもやろうという話です。 

 

財政問題と現在の金融のカラクリ 

 

池上 本当に情けない。そういうことをいう政治家がいるということです。このへんの

ところは経済問題としてしっかりと考える必要があるということです。本田さんの話に関

連していいますと、いま日本で一〇〇〇兆円くらいの国債を発行していますが、あれが何

になっているかというと、経済民主主義の原則、財政民主主義の原則としてそのうち丁寧

に書きますけれども、誰が国債を買っているかというと、都市銀行など金融機関が買って

いるわけです。金融機関はわれわれ国民が預けている貯金で国債を買っているのです。し

かしそれが何を生み出すかというと、膨大な利子所得です。金融機関に利子が入る。われ

われの貯蓄を使って金融機関が利得を得る仕組みがいまの国債政策なのです。 

これは貧富の差をどんどん広げていきます。なぜかというと、いま普通預金の利率は〇・

〇二％くらいです。一方では銀行資本やその株主たちにはきちんと利息が入るようにつく

られています。自動的に貧富の差をどんどん広げていくのです。これは神野直彦さんがい

まの国債制度はやめたらいいと繰り返し書いています。専門家がみればそうなのです。私

はいまの財政民主主義の根本的な課題の一つにこれがあると思っているのです。それを理

解しないと、何となく借金がたくさんあって困るけれど、なぜ史上最大の規模の借金をつ

くるのかということになります。今年度（二〇一三年度）の国債費は二二兆円です。国債

費というのは金を返す金額なのですが、元金はほとんど返していません。利子だけで一〇

兆、二〇兆という金が、ほとんど金融機関にばらまかれるのです。こういう仕組みになっ

ているのです。ここをわれわれはあらためて考える必要があります。それをミニ版で東京

都はやっているということです。 

 

本田 ちょうど国政の一〇分の一くらいの規模です。 

 

池上 見事なものなのです。そこに東京都の幹部の天下りが巣くっていて、金を受け取

る仕組みに事実上なっているのです。彼らは高給で暮らしています。その限りでいうと猪

瀬さんかわいそうみたいなものです。五〇〇〇万円くらいでクビになっているのですから。

金額が全然違うのです。ものすごくいいのです。そういう構造そのものをわれわれは正し

ていくということが必要です。 

 

神子島 そういう意味では新銀行東京の問題は、ある意味理念としては「中小企業を救

う」というはずだったのですが、銀行のあり方、間接金融のあり方が変容してきているこ

とともかかわるわけですが、地域の優れた例えば町工場を見抜く力がないと、銀行という

のは本当は成り立たないのに、そういう能力がなくなっても国債を使って利益を上げられ



14 

 

る、そういうとますます本当にやるべき、企業を伸ばすためのお金を貸すという作業がで

きないとなっているわけです。新銀行東京でいえば、都の職員は優秀だけれども、銀行の

持つべき能力とは違うものであって、本当は都市銀行なり「たましん」のような信用金庫

がやれる環境をつくるのが、東京都のやるべき政策なのです。新銀行東京はもうダメだか

ら、「失敗しました」といって、石原さんのやったことの総括としてもやるべきなのだけれ

ども、地域の経済をよくすることの意味をあらためてそういうところからも考えていくべ

きかなと思います。 

 

池上 地域金融政策と地域産業政策、地域商業政策・流通政策は本来結びついて、一体

的なものであり、それぞれの地方自治体の行政の部門と結びつきながら、東京都も現場に

向かって奉仕をするという政策をつくるべきなのです。ところが自分のところで金を貸そ

うなどというバカなことをして、いかにも格好いいように見えるけれども、そんなものは

ダメです。そうではなく、身近に実態が見える金融機関が力を持たなければいけない。信

用金庫や信用組合といわれてきたものが本来それなのです。あまり知られていませんが、

農業協同組合がありますが、日本の農業協同組合はもともと金融機関から出発したのです。

農業を興すために農家がとりあえず農機具や肥料を買わなければならない、そして収穫を

得たら返すというサイクルを生み出すために農業協同組合はつくられました。あれはもと

もとは信用組合なのです。これは漁協も同じです。それがまともなあり方なのです。そう

いう金融機関が地場の産業のすぐそばにいてサポートしていく仕組みが経済の民主主義を

つくっていく上で欠かせないのです。こういうふうに東京都の政策が転換しないとならな

い。ましてやカジノなどというバカなことをいっているときではないのです。そうやって

市民・国民からアブクのような銭を集める、そしてアブクのように一見儲かったような社

会をつくること自体が、本来の意味でどんなに反経済的なことかをお互いに確認しなけれ

ばいけないでしょう。そういう意味では、カジノという構想は本来あるべき経済循環を壊

す可能性もあるのです。そこもはっきりさせなければならないと思います。 

 

神子島 これは景気対策から考えても、これだけ貧困層が増えてきて、福祉も切り詰め

られていることを考えると、そもそもの購買力を上げる、低所得者層ないし「中の下」く

らいの所得者層が普段の買い物をちょっと贅沢品を買えるようにする方向に向けることが、

地域の経済を活性化する点でも大事だし、それを実現するには福祉等の政策を充実させる

ことは理にかなっているはずなのです。 

 

社会政策と福祉の課題 

 

 池上 私もあたらためて特別養護老人ホームのことなどどうするのかと思います。その

前に話があるのです。特養ホームのことについていえば、手元にあるデータによると、寝
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たきりになっていて子どもも遠く離れていたり、寝たきりになる前の人もいる老人ホーム

があります。ケアつきとか有料老人ホームなどがこの辺りにもありますが、いまどれくら

いの相場になっているかというと、安いところで敷金が一〇〇〇万円なのです。これは普

通かむしろ安い方です。うんと格安で八〇〇万円くらいです。一年間に生活費として出す

のがだいたい三〇〇万円から五〇〇万円です。これが「中の下」くらいで、「中」だとミド

ルクラスで八〇〇万円くらい、ハイクラスだと一〇〇〇万円を超えます。そうするとどう

いうことになるかというと、どこからお金がどこからくるのかというと、一〇年間そこに

住むとすると、ちょっと考えたくない金額になるわけです。 

私は、「サルビア」という高齢者入所施設で、デイケアもやっているところで、デイケア

の人たちと毎月一回「古典文学を読む」という会をやっています。その人たちはデイケア

ですから自宅から通ってくるのですが、「じつはうちの姉もいよいよダメなので、ここへ入

れてもらいました」というわけです。「英世会」という法人がやっていて、ここはけっこう

真面目で知られているのですが、それでも入居するときの敷金が必要で、「息子たちがかわ

いそうでした」というのです。結局息子たちに借金させたわけです。なぜ待機者が何万人

にもなっているかというと、そこへ入れる人たちは入っているわけです。お金がないから

入れない人が現在四万五〇〇〇人いるということなんです。 

いま特別養護老人ホームにはいろいろ矛盾がありますが、それでも最大一カ月一五万円

くらいでいられるのです。すると、本人の年金に子どもが少し応援するとか、いよいよダ

メならば生活保護にかけるのです。生活保護にかけると、生活保護からあと取れませんか

ら、だいたい一〇万円から一二万円くらいで暮らせるようにつくってしまうのです。生活

保護そのものの状態にいる人たちが現在四万五〇〇〇人住むところがない、簡単にいえば

ホームレスになっているということです。特養老人ホームの待機者は、誰もが待機者では

ない。入れる人は高いところに入っているわけですから。貧困者がそこに蓄積されている

のです。これはすごいことなのです。じつはこの待機者が東京都でドンと増えています。

私たちが何となく四万五〇〇〇人いるという簡単な話ではなく、簡単にいうとホームレス

なのです。この人たちは貧困なゆえに家がないのです。 

保育園についても、待機児童というけれど、この人たちは保育園に入れないと働けない

のです。保育園に入れられないことによって貧困度が増していくわけです。こういう角度

でものが考えられないとわけがわからなくなってしまうのです。実態として待機児童が二

万人といいますが、二万人といえば東京都の人口からいうとたいしたことがないようにみ

えますが、全然違うのです。それはまさに貧困層であって、働かなければ食べられない人

が二万人いるとみないといけないのです。 

もう一つデータベース的に見逃すことができないのは、単身者世帯が東京の場合五割を

超えていて、ものすごい勢いで増えているから、病気など何があっても孤立するのです。

孤独死というのはいまの状態では当たり前なのです。恐ろしいことなのですが、それが普

通なのです。多摩地域の方がまだいいのですが、都内はものすごい開業医不足になってい
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て、地域が高齢化しています。文京区など小児科の開業医がゼロではないでしょうか。で

すから病院に行くしかないのです。そういうところが点々とあって、この辺の方が幸せな

のです。 

そういった本質的な意味の貧困状態があります。一つは金がない文字通りの貧困状態、

もう一つは社会的貧困状態です。この辺を私たちは考えないと、行政政策的に解決するし

かない、個人の努力では根本的に無理です。自助自立というが、どうやって自助自立する

のかということです。それをあらためて私たちは考えてみる必要があるでしょう。 

 

妹尾 保育園の話ですが、数字でも母子家庭というか、ひとり親家庭が非常に増えてい

て、保育園や学童保育は必須です。ただ、いま民間委託が進むなかで、高額な学習塾タイ

プのものが出てきているなかで、こういうことがありました。年末に福島の子どもたちを

呼んで、ゆっくり遊ばせてあげたいということで、キャンプを開催しました。知り合いの

子どもが参加していて、発熱してしまいました。何かあった場合は当然親が駆けつけると

考えていたのですが、親に電話をしたら「すぐに病院に連れて行ってほしい」というので

す。それをさもこちらの責任のようにいうわけです。なぜかというと、本心ではないのだ

と思うのですが、自分がそれで仕事を休んだりすると職を失うわけです。ですから自分の

気持ちにも嘘をついて厳しくやってしまうわけです。ただそれが何を壊しているのかとい

うと、われわれとの関係も壊し、子どもと親との関係も壊し、すべてが壊れていっている

わけです。そこが個人の努力ではどうにもできない部分を本当によく見かけると思います。

こちらのスタッフとしては「親なのだから……」という言葉が喉まで出かかっているので

すが、今回のキャンプに関していえば、福島と東京の子どもたちを少しでも交流させよう

というところに目的がある以上、それ以上でも以下でもないというディレンマが生まれる

わけです。最終的にはこちらが病院にも連れて行き、家まで送り、帰ってきました。それ

を批判するスタッフもいましたが、私は親であれば駆けつけたいのは本心だろうが、それ

をやってしまうと職を失い、ますます貧困になってしまうということがそこのなかにみえ

て、非常につらいです。 

 

神子島 いまの話で二点重要なのは、一つはいま「ブラック企業」という言葉に若者は

非常に敏感です。学生が就職するときに、ああいうところには入りたくないのだけれど、

それでも仕事がないからということで、非正規になるかそこでも入るかという最悪の選択

に直面するケースが多いのです。「ブラック企業」を名指して批判することが大事である一

方で、日本企業の働かせ方がそもそも残業が当たり前で、それがさらに九〇年代以降の不

況、グローバルスタンダードの広がりのなかで、それに対抗するためにさらに長時間労働

を余儀なくされるという問題があります。 

もう一点、それは保育でも学童でもいいのだけれども、社会政策を考えたときに、みん

なが必要なものを税金を出し合ってつくる、助け合うはずが、新自由主義的な考え方が入
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ってきて、とくに若い世代はそういうものが当たり前というか、三〇代くらいでも公的福

祉というのは効率が悪いダメなものなのだ、民間にやってもらった方がいいということが

出発点になっていて、公的な福祉に助けてもらうということを発想として持っていないこ

とが恐いと感じます。保育で考えれば、本当は認可保育園を充実させる方がいいのは、多

分当事者になれば分かるはずなのだけれど、当事者でないと、どうせお金がなくてつくれ

ないのだったら認証保育所を増やして、そこにあずけられるならいいでしょうとなります。

たしかに、あずけられないよりはいいけれども、では子育てという観点から考えたときに

どうか。園庭もない。園庭がないから近くの公園に遊びに行かせるというときに、少ない

保育士で車が通るところを渡らせないと子どもが遊べない。あるいはそもそも室内でしか

遊べないということがあります。雇用と福祉がひどい状況で、そうした大事なものが失わ

れているのが前提になってきているというのがいま起きていることです。 

 

妹尾 昨年横浜市が待機児童ゼロになり、国も「横浜モデル」ということでいわれてい

るのだけれども、では実態はどうかといったときに、どこに保育園があるかというと高架

線の下にあるのです。さきほどもオランダの五階以上に子どもを住まわせないという話が

出ましたが、「そんなことよくできるな」と思います。横浜市長は待機児童ゼロを高々と自

慢するわけです。「政治家ってそういうものか」と思えて恐ろしいです。私は学童保育のこ

とをずっとやっているのですが、専門性や保育の質をどうキープするかということを意識

的にみていかないと、当然守れないわけです。重要な運動だと思いつつも、ハードづくり

がそういうところにスタートされてしまうと、どうしようもなくなってしまいます。例え

ば東京であれば、国と地方自治の中間にある広域都市です。そういうところがリードして、

公的福祉のあり方を示していかなければなりません。ところがいま東京都ははっきりいっ

てそれを放棄しています。いろいろな「プラン」といって数字は示されるのですが、それ

に対して都市がいってきたらそれに任せる、今回「子ども・子育て会議」ができて、「子ど

も・子育て支援新制度」が来年始まりますが、それに全部委ねてしまって、東京都があま

り主導的でないのです。私たちはよく福祉局などへ行って申し入れをするのですが、のれ

んに腕押し的にスルッといってしまうのです。それがいつもディレンマとして感じるとこ

ろです。 

 

池上 社会的につくられる貧困はかなり深刻です。忘れてはならないのは、いまのこの

事態は経済循環的にも異常なのです。保育園をつくったり真面目にやればちゃんと雇用が

発生するのです。経済というのは回っていくわけですから。何か福祉を「消費」だと思っ

ているのです。うんと狭く考えても、労働力そのものを再生産をしているわけで、それな

しには社会は成り立たないし、経済は循環できないのです。その議論ができない状況にな

ってしまっています。目先すぐに利得がどれだけあるかという論にしかいかない。ここを

どう断ち切るかということだと思うのですが。経済学の点からどうですか。 
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本田 アベノミクスが支持されるのはそうした下からの雇用創出ではなく、もう少し経

済全体の目先が変わるというか、とにかく何でもいいから事柄を動かしてほしいという庶

民の願望を寄せ集めているのだと思います。成長戦略にしても、財政金融にしても、とに

かく大げさにうたって期待に働きかける。そうすると上司が少なくともリストラから少し

目を反らしてくれるのではないかというかすかな希望をたぐり寄せて成り立っている。実

際、多くの働く人々がいつ自分が切られかと怯えています。とにかくいまの風潮は経済の

歪みを是正するという気の長いことをいうよりも、企業が全体としてアベノミクスに向か

っているのであれば、それを自分も押していくというある種の方向づけに従っていかない

と、保育園をつくるとか、そういうところには期待できない。だけどアベノミクスは違う

のだという期待を寄せ集めているのだと思います。 

湾岸の再開発だとか、都市のマンションが売れているとか、都心では景気が回復してい

るようだとか、高額な時計が売れているだとか、そういう宣伝が一方にあって、まともな

主張がそれによってかき消されているということになっていると思います。しかしアベノ

ミクスでいま起こっているのは、従来型の機能しなかった政策をまた上からかぶせていく

ことなので、それに多くの人が気がつかないとダメだと思います。 

 

神子島 そういう経済のあり方とつながっている問題として重要なのは、女性の政治参

加、意思決定機関への参画の弱さというか、政治家が少ないとか、重要なポストに女性が

少ないというのは、日本が先進国のなかでも極端に低いレベルにあるわけです。アベノミ

クスで安倍首相は「女性の活用」と言葉ではいっていますが、労働力として使い回すか、

あるいは子を産み育てる役割をしっかりやってもらうという発想であって、女性が当たり

前に社会のなかで意見をいって、それを政治が反映していく方向にどれだけ進んでいくか

現時点ではあやしいです。保育所がなければ就職できない。ようやく就職できても、いま

の労働の状況では働くことと子育てで精一杯で、そういう立場にいる人たちの声こそ反映

されなければいけないものが反映できない。そこを突破する出口がなかなかみえないのが

問題です。これは都政に限ったことではないけれど、女性の政治参加が進まない状況は、

本当に考えなければいけないところだと思います。 

 

池上 いまは厳しいところはみな女性が担っているのが現実です。私はいまお話を聞い

ていて思い出したのですが、障害者運動に参加したきっかけはサリドマイド事件でした。

二〇代のとき、それにルポライターとしてかかわったのが始まりでした。何に衝撃を受け

たかというと、手が短くしかついていないとか、曲がってしまっている子などが奇形児と

して生まれたわけです。そうすると、共働きだったとしても、ずっと子どもについていな

ければならないわけですから、一人は会社を辞めるしかないのです。それで家庭の経済力

はいきなり二分の一になるわけです。そんな補償は全然ないのです。小学生になってもお
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下の世話が自分でできないので、ずっと誰かがついていなければならないのです。学校の

なかでいい関係がつくれるとは限らないのです。子どもはレンズで下が見えるような机を

使って足で書く訓練をしていました。そういう実態を見て、「これは逃げられない」と思い、

障害者運動にかかわることにしたのです。 

これまでの経過をみてくると、貧困はこういう人たちから始まるのです。まず先天異常

児が生まれると、文字通り収入が二分の一になります。そういうことからつまずきという

のはずっと積み上がってくるのです。それの尻ぬぐいをして頑張るのは、家庭ではほとん

どの場合女性なのです。女性がどれくらい頑張るかみたいになってしまいます。世間もそ

うみるのです。「母親なんだからしっかりやらなきゃ」みたいに平気でいうけれど、そうい

うことかなと思うときがあります。こんなことを繰り返しているとまずいのではないか。

本質的にずっと変わらないのです。神子島さんがいまいわれたことも含めてきちんとやる

必要があるのです。 

これはけっこう知られた話なのですが、「世界女性年」が、最近はやらないけれど、五年

に一回くらい世界大会みたいなものをやっていたのです。北京でやったときだったと思う

けれど、フィンランドの首相が当時女性で、その人がＮＧＯの会合に出てきて、私には二

歳の子と四歳の子がいて、授乳しながら総理大臣をやっているといっていました。四歳の

上の男の子が聞いたそうです。「ママ、この国では男の子は総理大臣になれないの？」と。

ドッと会場が笑ったのですが、そういう会話ができる国が当たり前なのです。フィンラン

ドやほとんどの北欧の国はみなそうですが、公務員のどんな部署においても一方の性が過

半数を超えることはできないという規定を持っていて、閣僚でも何でもそうなっています。 

私たちのこの国で起きていることはきわめて非常識なことなのです。国を変えるのは難

しいですが、地方自治体の政治からならもっと変えやすいのではないかという思いを私た

ちが持てるかということもあるのです。それをしっかりと私たちは認識する必要があるの

ではないでしょうか。 

もう一つ先ほど出た働き方の問題で、日本の地方自治はダメだと思います。いまのよう

な働き方をしていれば地域生活がないのです。イタリアやフランスに行くと感じるのは、

とくにイタリアはそうなのですが、イタリア人というのは町のなかでワーワー、ワーワー

議論しているのです。なぜならば暇だからです。法律的に残業を禁止していますから、長

時間労働がないわけです。週三五時間労働ですから、週休二日といっても三五時間労働と

いうのはけっこう早く終わらなければ三五時間にはならないのです。 

 

池上 すると、役所の公務員の数はそういう労働を組み立てていくと、ちょうど二倍くら

いになるのです。いくら好きでも早い時間から毎日酒を飲むわけにはいかない。酒を飲んで

も近所の人と飲むわけです。一九八〇年代くらいからイタリアに通っていますけれども、び

っくりしたのは本当に街角で皆がガーガー議論していることです。聞きしに勝ると思ったの

ですけれども、その理由をいろいろ考えて突き当たったのは、労働時間が関係しているとい
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うことです。ですから、日本は今のような働き方をしていたのでは、地域コミュニティなど

無理なのです。あり得ないのです。そういうふうなことも含めて、社会的貧困ということを

考えないとダメだと思うのです。 

 

妹尾 いまの話で思い出したのは、「子どもの権利条約」のなかで「余暇」を保障という

ことがあるのです。日本も、戦争の反省から一九五一年にすでに児童憲章を憲法にもとづい

てつくっていて、子どもの権利条約が批准されたのはそのだいぶあとです。児童憲章はすご

く良いものです。しかし僕らはそれすらも学んでいないのです。ですからそこにすでに教科

書としてよいものがたくさんあるのです。それなのに、それになぜそれらにふれないのか。

これは、ひとつは教育がどうあるべきかという問いかけではあるかと思うのですが、それは

措くとしても、子どもの権利条約には「余暇」の権利というものが入っていて、何もしない

自由とか、そこを侵害してはいけないということが書かれています。まさにそれが保障され

なければ労働のあり方は変わらないわけです。ですから、社会の中心に子どもの力とかそう

いうものを置いていこうと思っているし、また障害を持っている方や何かしら支援が必要な

方を中心に置くべきだというのは変わらないと思うのです。来年は戦後七〇年で、戦後を振

り返る年ですが、同時にまた障害者年でもあり、そういうところを選挙でもしっかり問える、

考えるというふうにしてほしいと本当に思うのです。 

 

東京主導による教育の危機 

 

池上 そうですね。これは結構深い問題もたくさんありまして、競争社会をどこかで克

服する努力をしなくてはいけないのです。子どもは暇さえあれば学習塾に行くような状況は

考えられないのです。私は学習塾ゼロの世代ですが、毎日自由に遊べてよかったなと思うの

です。そういう意味ではわれわれは全体としてどうするべきかと考える必要があると思うの

です。そこで、教育の問題を少しやりましょうか。 

 

荒井 先ほど貧困問題が話されましたが、本来貧困の再生産を止める役割を教育は担っ

ているはずでした。すべての人がその経済的な状況にかかわらず教育を受ける権利を保障さ

れて人間としての可能性を拡げていくことが教育の役割であるはずなのですけれども、現実

は先ほどの保育所、学童保育の話であったように、貧困な家庭状況の子どもたちが学校に行

って可能性を拡げることがますます困難となってしまっています。学校がそういう子たちを

カバーしきれる状況ではなくなっているのです。少し前であれば、ちょっと困った子とか、

悩みを抱えている子に対して、教職員とか子どもたちの集団が支え合うという仕組みが現在

よりもつくれるはばがあったのですが、今はそれが難しくなってしまっています。学校の教

職員全体として課題を抱えている子どもを支えるという仕組みがすごく弱っているところ

があると思うのです。東京都教育委員会が掲げた目標を学校に実現させようとして管理すれ
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ばするほど、学校の役割は一人ひとりの子どもに対応することよりも、行政が求める教育目

標を達成するための手段となってしまいます。このことが東京の教育の危機を引き起こして

います。そうなってくると、貧困の再生産にはどめをかけるのではなく、それをむしろ正当

化する役割を学校が担わされることになってしまうのです。 

たとえば学校教育の領域でいえば東京都は先発して教育行政の仕組み、そして学校の仕組

みを変えてきました。現在、東京都では統括校長という、校長の中のさらに上に新しいポス

トをつくりました。しかもその校長を支えるために教頭をなくして副校長をおいたのです。

また、校長、副校長を支える部署として、主幹教諭というものを東京都が率先してつくり、

さらに今度は指導教諭と主任教諭というのを追加してつくって、その下に教科主任をおいて、

やっとその下に一般教諭がでてくるのです。どんなに力のある先生でも一般教諭であるかぎ

り、そういう縦系列の学校経営組織に意見をいうことができなくなってしまいました。職員

会議も東京都は法令上にそれを設ける必要のない仕組みを国に先かげてつくってしまった

のです。ですから、それまでは個別の子どもたち、家族をめぐる対応が職員会議で話し合っ

てできていたのですが、今は一部の管理職と担当の教員だけで処理するという形態がひろが

ってしまったのです。この仕組みを変えないと、貧困の再生産に歯止めをかけることは本当

に難しいのです。 

また社会教育の領域においてはもっと事態は深刻です。お金がないということもあって、

社会教育の部署はつぎつぎと縮小されていくわけです。これをいうとキリがないのですが、

たとえば社会教育主事という社会教育行政の中心を担う専門家であるはずのポストが、いま

急速に数が減ってきています。数字は日本全体の数ですが、一九九〇年には六九八八人いた

社会教育主事が、二〇一一年の段階では二五二一人に減ってしまったのです。社会教育は自

己責任ということで、このまま放っておけばもっと減っていくことになってしまいます。そ

うすると、自己責任では学びたくても学べない親たちはもとより、その困難な家庭の子ども

も学校で十分な支援を受けられない仕組みが継続してしまうのです。ですから東京都は、抜

本的に教育の条件整備を果たすべきだと思います。都の財政があれば少人数学級が実現でき

るし、教師がもっと専門性を発揮できる環境を整備することができるし、社会教育の職員や

施設についてもそれらを支援していく政策をうつことができる。そのように教育を受ける権

利を都民に保障していくことができるようになれば、もっとひとり一人が多様な生き方がで

きるようになるし、貧困の再生産に社会政策をもって対応する仕組みができるはずなのです。

しかし、いまは東京都が逆の方向で率先して新自由主義の教育政策モデルをつくってしまう

という根本的な矛盾があります。これに歯止めをかけられる人が都知事になって欲しいと思

います。 

 

池上 新自由主義政策という面もあるかもしれないのですが、これは軍国主義ではないで

すか。 
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荒井 そういう点ではもうひとついわなくてはいけないのが、社会科の教科書をめぐる

問題です。東京都の教育委員会が実教出版の『高校日本史』A と B という教科書を、検定

をすでに通った教科書であり、しかも都立高校のいくつかが現場の声をふまえて選んだこと

に対して、東京都教育委員会が政策と合わないために適切ではないとの議決をして、当該学

校の校長に圧力をかけ、最終的にはその採択をゼロにさせてしまうということが起こりまし

た。教科書の内容にまで東京都教育委員会がかかわり出しているということはきわめて深刻

な事態だと思います。 

さらにいえば、今年の通常国会で予定されている教育委員会制度の改正案が通れば、こう

したことが合法化されてしまうことになります。教育内容に教育委員会が直接的にかかわる

先端的モデルになってしまっている現在の東京都の教育政策が、このままでは国の政策にな

ってしまう危険性が非常に高まっているという点でも危機だと思います。自由に学べる環境

を保障することこそが未来につながっていくのであって、特定の教科書でしか学べない環境

を東京都が率先してつくろうとしていることは深刻だと思います。 

 

池上 いまこの話を聞いていて、統括校長がいて校長がいて、副校長がいて、なになにが

いてというのは軍隊組織ですね。師団から何からいろいろあるのと変わらないですね。 

 

荒井 若い先生が悩みながら先輩教師、あるいは保護者や地域住民から怒られながら学ん

でいって、やっと子ども一人ひとりや家族や地域社会をみられる力がついていたのに、いま

は学校の運営方針は校長、副校長、主幹クラスで決めて、かつそれは学校が自主的に決めた

のではなくて、東京都教育委員会が基本的な方針を決めてしまうということになってしまい

ました。現場で先生が育たなくなってしまったのです。社会教育の現場でも住民と向き合っ

て、住民の学習を支援する職員がいたのですが、いまは一般部局にすぐに異動させられたり

してそういう力がなかなか育たないのです。社会教育でも学校教育でも東京都は残念ながら、

教育職員が育つことのできる環境を壊してしまったのです。それを取り戻すための都政に変

換しなくてはいけないというのが教育関係者の切なる思いなのですが、なかなかそれが票に

は結びつかないというのがつらいところです。それを変えていかなくてはいけないと思いま

す。 

 

神子島 ある意味、いま軍国主義の話がちょっとありましたが、突飛なようでいて日本版

NSC（国家安全保障会議）みたいな、それは特定秘密保護と重なっている動きなのですが、

その前から出ている問題として、首相のリーダーシップのような、下からの積み上げではな

くてトップダウンでバンと決めるのが政治家のリーダーシップで、それが強い政治家でよい

のだというような流れが完全につくられてきているのです。都知事も石原元知事のような形

のトップダウンがよいのだ、強い政治家なのだ、それが日本を変えていくのだ、東京を変え

ていくのだというような、それがイメージ選挙と重なるのですが、そういう流れが「リーダ
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ーシップ」という形で評価されてしまっている。言論がその流れをリードしてつくってしま

っているというのは、いまの教育の問題ともつながっていると思うのです。 

 

池上 私たちがなんのためにというときの、価値意識としてのなんのためにというのが

あると思うのですが、なんのために学校があるのかとか、なんのために行政があるのかとか、

そういうところの問いかけが最も深いところでなされるべきことのひとつが、やはり教育だ

と思うのです。人が復活をしていく、育っていく課題だと思うのです。 

 

本田 ちょっと突飛な意見をいうようですが、いま一八歳人口が一一〇万人位まで下が

ってきて、このうちの六割くらいは高等教育（大学と短期大学）に行く状況です。仮に、も

しこの一一〇万人全員が大学に進学して、みんなに授業料一〇〇万円を無償で与えるとする

と、四学年でだいたい四兆円なのです。四兆円あれば完全な無償化ができて、しかもみんな

が大学に行けるのです。ですから既存の学部の定員を増やして、設備などを拡張するために

別途費用がかかるとしても、規模の経済も働くので、そのくらいでできるのではないかと思

うのです。四兆円というと、いろいろな緊急経済対策で十何兆円とかバンバンやってきたこ

とから考えると、減税も法人税も所得税もピーク時からそれぞれ一〇兆円以上幅を減税して

きたことから考えると、税率を少し戻すだけでも計算上はそのくらいは出てくるはずなので

す。そうではなくても、特別会計はさらに二百何十兆円あるわけですから、少し予算の使い

方を変えればそういうことができると思うのです。それができると、かなり受験競争という

のが緩和されます。私たちが子どもが学校に行かなくなったりいじめられて困るというのは、

そこから外れると大学に行けないということがあるから、皆がギスギスしているという状況

があるのです。自治体によってはこれまでも、独自に教育費支援をおこなってきたところが

あります。そういうことは自治体でもやればできるのです。こうしたことが共通認識になれ

ば、全く違う政策の可能性が開けてくるのではないかと思うのです。 

 

荒井 国際人権規約の保留解除を二〇一二年九月に日本もやっとおこないました。中等

教育も高等教育も漸進的に無償化することを約束したわけですから、これからはそれができ

ない理由を政府は示さなくてはいけないのです。 

 

池上 イタリアやほとんどのヨーロッパの国はそうですが、高等教育は無償です。私が

イタリアで学んでなるほどと思ったのは、イタリアは高等教育の進学率が高くないのです。

五割を超えられないのです。なぜかというとそれはハッキリしていて、別に学校に行かなく

ても学べる場所はたくさんあるというのです。ちゃんとしたマエストロになろうと思ったら、

学校にはいかずに、たとえばバイオリンの工房に早く行くのだというのです。ストラディバ

リウスのバイオリンの工房があるクレモナという町があるのですが、そこを訪ねると、十い

くつの頃から学校に行きながらそこに浸りこんで、ずっとそこの職人の仕事を見続けている
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のです。絶対に職人になるのだと思っているのです。その工房は最大の規模が一〇人ですか

ら、一人ずつで作っていくのです。そういう価値意識、大学を卒業しなくてはダメなのだと

いうことではない価値意識のつくられ方も含めて、われわれが必要なものは何なのかと考え

なくてはならないと思うのです。 

ウイーン国立音楽大学というのがあるのですが、ここの社会教育センターで講義をしたこ

とがあるのですが、そのときに向こうから来た人たちが、そういう大学を出ればすごい音楽

家がつぎつぎに現れるのではないかと話したら、笑いだして「ちがう。私たちは全員学校の

教師になる」というのです。つまり、国際的にいえばトップレベルの教育を受けるのだけれ

ども、なるのは全員教師だというのです。各地に散らばっていって、次世代の子どもをどう

育てるかということに心を砕くのですというのです。ある偶然でその大学で教えている吉田

さんというピアニストにお会いしたのですが、音楽が人を育てるということについての確信

が違うというのです。人は音楽なしでは育たないのだと本当に思っているそうなのです。な

るほどと思いました。 

ですから、そういうことも含めて私たちが手にしなくてはならないものがあると思うので

す。私は日本の学校教育は歴史的にはたいしたものだと思っていまして、識字率といいなん

といい、わが国の力はたいしたものです。ですけれど、その力をこの間一生懸命壊そうとし

ているわけなのです。 

それで先ほどの話にもどしますが、権利としての教育というものを改めてきちんとして無

償だからよいというよりも、誰もが学べる条件を獲得するというのはどういうことかという

ことを具体化していくのだということなのです。さきほどお話したように、マエストロにな

りたいという思いだってなんだって、みな保障されていくようなことなのです。いま農業高

校の評判がよいそうです。昔は勉強ができない子が農業高校に行ったのですが、最近は違う

のです。目的意識を持って農業高校にいく子が結構増えてきているのです。その選択の仕方

は私は賢いと思うのです。若者たちを励まして、ちゃんと次の出口を用意して次に進めるよ

うな社会をつくっていく義務が大人にはあると思うのです。それをどうするのかを、東京都

のようなところで語らないと恥ずかしいのです。先ほどの無償はどこでもやっていることな

のです。 

 

本田 私が無償が大事だと思うのは、あと百何十万人か大学に収容できると、いまの失

業者数は二八〇万人ぐらいですから、たとえばそのうちの半々くらいはそこに吸収できるし、

それでブラック企業や非正規など若い世代の雇用の問題やそういったものとの関係で、いつ

やめても大学に戻ってこられるという一種の緩衝地帯を広げることになると思うからです。

そういうことでないともうやっていけない雇用情勢だと思うのです。これを労働規制で打開

するというのは短期的には非常に難しい。ですが教育を軸にしてそういうものに対処すると

いうことは短期的にできます。スウェーデンの学生の平均年齢が二九歳とかそういうところ

にもあるわけですから、そういうことが財政的にも全く可能だということをいうべきではな
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いかと思うのです。 

 

池上 一九九〇年にアメリカ大陸で障害者列車を走らせたことがあるのですが、そのと

きにバークレーの大学をたずねて講義をしたら、日本の障害者たちが一番憧れている大学が

バークレーなのですが、まったくオープンで素敵な大学なのです。何の無理もなく共存でき

るのです。それで経済学部の学生の平均年齢を聞いたら三二歳だったのです。ノーベル賞を

受賞した教授がたくさんいて、簡単に卒業できない学校にほとんどの学生が働きながら通っ

ているのです。一年働いて、次の年は学んで、また次の年働いてという学生たちがたくさん

いるのです。感動しました。やはり、学問を生涯のものとしていくような生き方がそのスタ

イルのなかにあるし、自分たちでどういうふうにしていくか、アメリカはなかなか無償が行

き届かない例があったりするのですが、奨学金制度がすごかったのです。いまはそうでもな

いですが。そういうことを含めて、われわれが東京都の政策として、東京都が奨学金を出せ

ばいいのです。それほど難しいことではないのです。お金はあるのです。 

 

荒井 都立大の時代は B 類といったいわゆる夜間部があり、働きながら学ぶということ

を保障してきたし、当時の授業料も美濃部都政下で格安だったのです。私が入った一九七九

年の段階には、急速に授業料は上げてしまいましたが、それでも先輩の学年では授業料はす

ごく安かったために、多様な人が出会って学びあっていたのです。いまはもう授業料が五十

数万円、入学金だけでも都民でなければ約三〇万円、しかも奨学金には利子がついて、卒業

するころには莫大な借金をかかえているという状況です。都民の大学であるはずの首都大学

がそうなっていって、普通の国立大学と同じようになってしまったので、これをどのように

変えていくかというのは大事だなと思います。 

 

池上 本当に大きいと思います。 

 

妹尾 多様な人をどうするかがないと壊れやすい社会になってしまうと思うのです。一律

ではだめなのです。いまはそういう方向に向いている状況なのです。それに気づいている人

が、住民運動や市民運動の中で声を広げていかなくてはいけないと思うのです。 

 

池上 いまの生活保護論というのは、やはり経済的な条件をどうするのかということを

基本にして、それはそれで価値があるのですが、先ほどの話でもあったように、失業しても

戻れるものとして大学があるような、社会的価値論に密着した生活保障という思想がこれか

らは必要になるのだと思うのです。ですから、それを率先してどうするかと考えると、いろ

いろあっても学童クラブがあるではないかとか、大丈夫だよとかいえるような、それがどの

年齢でも、その発達の度合いによって学ぶ権利がみなにあるわけですから、そういう社会的

価値論を公共性として担保することが求められている地方自治体像のひとつだと思うので
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す。 

 

国政との関係をどう考えるか 

 

では、最後の方でみなさんで確認したいのは、いまの安倍政権の動きを全体としてみてい

くと、多摩各地の問題はデータで示すことはできますが、安倍政権のまさに暴走ともいえる

ことに、三年間選挙がないといってガンガンやっているけれども、そうではないのだ、都知

事選挙でしっかりと態度を示すというわれわれの主体的な姿勢も必要だと思うのです。しか

も幸いなことに、首都としての位置があるし、影響力が大きいわけです。そして名護の市長

選挙がここであるわけです。私たちはやはり、そうしたことに本気になって意識して取り組

む必要があるような気がするのです。お話をそれぞれにだしていただく手前のところで、私

は地方自治の専門家として申し上げておきたいのは、東京が持っている豊かさというのは全

国的な労働の上に成り立っているということです。東京都民が稼いだ、そして納めた税金だ

けで成り立っているわけではないのです。東京に本社が集まっていることなども含めて。で

すから、私たちはもっと謙虚でないといけないし、原発問題でもなんでももっと真剣でない

といけないと思うのです。ですから東京都という首都の政治は、全国的に視野をもって、東

京都として何ができるかだけではなくて、一方で貧困な世帯が全国に広がっているわけなの

ですから、そういうところとの関係でどうあるべきかという謙虚さがわれわれにないといけ

ないのだと思うのです。そこの位置を軽くみて、東京都がいかにもリーダーだみたいな考え

は、逆だと思うのです。ですから、豊かさをきちんと使って、優れた政治やあるべき行政を

つくることは、それはいいのです。 

しかしそれだけではないのです。それはもっと真剣になっていろいろな地域の課題に共同

して解決のために働いていく、そういう努力をすべき位置にあるのだと思うのです。ですか

らそれをきちんと確認しないとダメだと思います。沖縄に行くとよくわかります。「なんた

って東京はお金あるもんなあ」とすぐにいいますよ。それではダメなのです。そこをちゃん

としていく、豊かさの根拠をきちんと確認していくスタイルが我々に求められていると思い

ます。 

もうひとつ世界的な環境でもそうで、北京、ソウル、ジャカルタ、ニューヨーク、パリな

どと東京都は姉妹都市や友好都市の協定を結んでいるのです。それで世界都市会議なども何

回か計画されたりしてきているのですが、そのなかで比較して東京都ほどお金のある都市は

ないのです。パリなんか問題ではないのです。東京都が持っている財政規模というのはカナ

ダの国家の予算の八割くらいで、ぜんぜん桁違いなのです。そういう力を持っている都市と

して振る舞っているかということなのです。ですから、私たちはそういう意味では平和の課

題などを含めて、安倍政権の暴走なども意識しながらお話をしていただきたいと思います。 

 

神子島 『緑の風』の昨年一二月号で扱った問題で横田基地との関連でオスプレイの問
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題を扱いました。オスプレイというのは辺野古の問題ともかかわっています。横田基地への

オスプレイ配備が検討中であるということで、交渉自体が見えない状態なのでいつポンと出

てくるか分からないのですが、それこそ年が明けたので横田に配備される可能性は十分にあ

るのです。配備以前の問題として、特集で高橋さんが紹介してくれましたが、特殊部隊が横

田でここ数年盛んにパラシュート訓練などをやっています。ここ十数年は輸送部隊が中心で

した。輸送部隊は騒音がひどいですし、作戦上は重要な役割を担っていますが、そのレベル

でした。ところがここ数年はさらに直接戦闘をするような特殊部隊が訓練を行うようになっ

て、同時に自衛隊に海兵隊機能を持たせる動きや、陸上自衛隊の中央即応集団というのもあ

るのですが、米軍の特殊部隊と共同で動くような部隊の創設および訓練が進んでいる状況が

あるのです。これを考えたときに、安倍政権、あるいは自民党は中国を警戒しているような

いい方をするのだけれども、これは孫崎享さんがいっていることなのですが、在日米軍の基

地は中国と戦うためにあるわけではなく、はっきりいえば、もしアメリカと中国が本気で戦

うことになったらミサイルで日本の基地は全てやられるので、中国と戦うための部隊は日本

には置かないのです。世界中に、例えばインド洋なり中東なりに行くための部隊が在日米軍

であり、自衛隊がそこの部隊と一緒に訓練をするのは、まさに世界中に展開して米軍と行動

するためにやっているといえるのです。その中に横田が非常に重要な基地として組み込まれ

ているということです。オスプレイはあくまでその氷山の一角であって、そういう基地が東

京にあり、そしてこの多摩にあるということに触れないで都知事選が行われるとしたら、こ

れは恐ろしいことです。とくにこれだけ安倍政権が秘密保護法を含めて軍事問題で動いてい

るなかで、改めて私たちの東京都がそこにおいて重要な部分を担っていることは考えなけれ

ばいけないと思うのです。 

 

 荒井 都知事選挙は都政の問題なのですが、国政に与える影響が大きいというのはその

通りで、それは沖縄が国政に影響を与えるのと似ていると思うのです。いま神子島さんがい

ったように、横田基地の問題は、国政のレベルでいえば日本国憲法で紛争を武力によって解

決しないというあり方が、都政でも具体的に問われる場面だと思います。この結果は安倍政

権に対しても大きな影響を与えると思います。それと同時に憲法で規定されている生存権保

障という概念も、これまで都政が先頭をきって自己責任に転嫁していって、それをさらに国

政も新自由主義で突っ走るという動きがあります。それに歯止めをかけるかどうかを問われ

る場面でもあります。つまり、紛争に武力を使わないことと、生存権を保障することを実現

するために、地方自治が問われる選挙だと思います。国政に三年間のフリーハンドを渡した

わけではないということをきちんと示す大事な場だと改めて思いました。 

 

 本田 安保問題では、右翼の一水会が猪瀬氏の辞任によって横田基地の軍民共同利用が

なくなったといいました。徳洲会マネーを仲介した一水会の負け惜しみにも聞こえますが、

安全保障のからみで猪瀬氏が一歩踏み込もうとして、それで切られたのかもしれません。真
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相はわかりません。それと沖縄の仲井間知事も徳洲会マネーを受け取っていたことが暴露さ

えることをおそれて辺野古移設容認に転換したといわれています。もしこれらが事実だとす

ると、やはり地方自治体の政治が見えないところで安保問題を軸に突き動かされ、引きずら

れているということではないかと思うのです。そうしたなかで、予定候補者の宇都宮さんは、

ソウル市長と話し合って新しい平和の枠組みを考えるといっています。もしそういう知事が

選ばれたとしたら、これは画期的なことであって、それこそ安倍政権の軍事的な対応など霞

んでしまうような、要するに ASEAN 型の外交で領土問題を解決するという方向に日本も

すすむことになるので、そうするとそういう自治体のモデルケースになれる。これは大きな

ことで、そういう意味でも今度の都知事選は非常に意味が大きいと思います。 

 

 妹尾 いま二三日の公示に向かって、いま掲げられてきた安倍政権の方向性を都民がど

う見ていくのか、それとちがうものをどうつくっていくのかがまさに争点だと思うのです。

しかし、なかなかその選挙の中ではそれが十分に伝わらないと思うのです。ですから、逆に

こちら側から求めていかなければいけない、求める選挙を繰り広げなければいけないと思う

のです。アベノミクスも含めて、現状はいま語られたところに非常に端的に出ていると思う

のですが、それに対してどのような選択をするのかという問いかけが必要です。憲法改正の

問題もあるわけですから、その問題についても足がかりになる選挙を繰り広げなければいけ

ないと思います。 

 

 池上 アジアの情勢の話が出ましたが、外務省の資料を読みますと、日中韓自由貿易協定

というのはずっと公式にやっているのです。少なくともそういう看板を下ろすことは、日本

はできないのです。そんなことをしたら、アジアで孤立してしまいます。またそもそも経済

界にはそれは怖いことで、そんなことはできないのです。ですから、もっとまともにものを

見れば、仲良くやる以外方法はないのです。武力で解決することはひとつもありません、悪

くなるだけです。そういうことは私たち自身もはっきり確信を持った方がいいと思うのです。 

 

 神子島 アメリカだって中国とケンカする気はないですよね。 

 

 池上 ないです。そんなことしたら大変です。いまのアメリカはもちません。そのことを

私たちはもっとリアルに、ある意味これが本当のリアリズムだということで、しっかり知る

必要があるのです。観念論ではダメで、こっちだよと教え合うのです。もうひとつはこの間、

私自身、近代の歴史から学び、あちこちで語ってみるのですが、先ほどの横田基地の話でい

つも思うのは、第二次世界大戦後におけるいろいろな平和運動のなかで、立川基地闘争の位

置はだんぜんすごいです。とにかく自治体をあげて誰もが立ち上がってたたかってみせた、

だからあれだけの米軍基地が返ってきたのです。軍事施設はゼロではありませんが、ほとん

どない公園を作ることができたわけです。あれは偶然できたわけでも、恩恵でもなんでもあ
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りません。あれはたたかいの成果です。ですから私たちが日本国憲法を飾りにしないで、ち

ゃんとわれわれのものだと考えていくべきです。 

東京都をどう動かすかというときに、東京都の「平和の日条例」は本当に大事だと思って

いるのです。ここに書かれている、「平和は都民すべての願いである。東京都は平和国家日

本の首都として世界の都市と連携し」と書いてあります。この条例があるから、北京などい

ろいろな都市と友好都市を結んできているのです。われわれが誇りを持ってそういう立場に

立つというのが大事だと思うのです。そこを私たちが忘れ去ったかのようなことで、いま起

きていることだけ、安倍政権がどうのこうのということだけではダメだと思うのです。われ

われの地方都市のつくり方を、こういうときにきちんと語り合って、それを現実のものにす

る努力をする、そのなかで、なんか安倍さんダメなんじゃないのと繰り返し語っていくスタ

イルだと思うのです。 

 

 神子島 平和条例関連の予算が一九九〇年か九一年には二億くらいあったのが、いまは千

何百万円で十分の一くらいに減っているのです。「平和記念館」をつくるという話が九〇年

代にあって、結局九八年か九九年くらいから止まっているのです。その際に都民からいろい

ろな当時の資料や証言の映像が集まってきたのに、それが建設が進まないので無駄になって

いるというか、使われないで宝の持ち腐れになっているのです。当時、東京大空襲の証言や

そういう時代を生きていた人たちの思いを都議会と都政が放置しているという状況で、それ

から十年以上経っているので、その一部の方は亡くなっているだろうし、これから数年のう

ちにさらに亡くなっていく状況にあるわけです。これはやはり、きちんとその経緯を踏まえ

て、おかしいといっていかなければいけないと思うのです。 

 

 池上 作家の早乙女さんだけに任せておくテーマではないです。彼は立派な人ですから、

絶対に揺るがないから。つながりのある東京都の幹部に、「すぐに使えるお金はいくらあり

ますか」と聞くと、「大丈夫。一兆五千億くらいあります」というのです。「池上さんがどん

なでかい声を出しても大丈夫」というのですが、そういう自治体なのです。そういうところ

で「平和記念館」ひとつつくれないと、じつは主権者であるわれわれがたるんでいるといわ

れても仕方ないのです。みなでこの際気合を入れて、この選挙を第一歩にして前に進んでい

くということにしたいと思います。今日はありがとうございました。 


