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上地　克明の市議会議員活動
―市議会本会議録から振り返る―

１．政策提案する会派・ニューウイング横須賀の結成

・・・そして政策提案活動の展開

 分権時代を迎えた今日、地方自治体の議員キャビネットを標榜し、各議員が

専門分野を分担して政策の調査研究を行い、実現可能な施策を提言できる会

派を目指し、中小企業振興基本条例をはじめとする条例案や、意見書案の提

出を行っている。

 平成２１年　第１回定例会（　３月） - 03月 03日の質問から抜粋

私たちは、地方分権、政策法務の推進については、議会においても真剣に取り組むべき課題であ

ると認識しています。わけても、条例は議会制定法であることを新たな分権改革に際し、再認識し

た上で、議員提案条例への取り組み、あるいは市長提案の条例案に対する審議において確固たる

役割を果たし、本市の議会の立法機能の発揮に貢献していく所存であることを申し添えます。

 平成２１年　第３回定例会（　９月） - 09月 09日の質問から抜粋

　我が会派は、分権時代を迎えた今日、地方自治体の議員キャビネットを標榜し、各議員が専門分

野を分担して政策の調査研究を行い、実現可能な施策を提言できる会派を目指してまいりました

 市議会選挙に向けて議員定数の削減を提案

（横須賀市議会基本条例の一部を改正する条例案）

平成22年 11月 29日提出（提出者：上地克明）

→有権者数１万人に対し議員１名を根拠数として設定し、43名を37名とするこ

とを提案した。（賛成少数で否決：他の議案が成立し、41名へ2名への削減とな

った。）

◆２５番（上地克明）　ただいま議題となりました議員提出議案第６号横須賀市議会基本条例

中改正について、提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。

　御承知のとおり、市町村議会の議員定数は地方自治法の規定により、人口規模に応じて定めら

れておりましたが、平成12年地方自治法の改正に伴い、議員定数は各市町村の条例により定める

ことが規定されました。平成13年第２回定例会において、横須賀市議会議員定数条例を制定し、
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その定数を45名とし、平成18年第４回定例会において、横須賀市議会会議条例中改正を行い、定

数を２名削減し、43名といたしました。そして、ことし６月25日に公布された議会基本条例では、

議員定数の部分を議長の諮問機関である議会制度検討会における審査にゆだねるべく、定数43

名のままとして本日に至りました。

　議会制度検討会においても、22回にわたる真摯な審議の中で、議員定数についても８回を費や

し議論を尽くしましたが、意見の一致を見ることができませんでした。本日、私たちニューウィン

グ横須賀は、横須賀市議会基本条例の一部を改定し、第５条中議員定数について、43名から６名

減員し37名とする条例改正案をここに提出をさせていただきます。

　ここで、今回議員定数を６名減員し、37名とした理由について申し上げます。御承知のごとく、

本市における経常収支比率の高どまり及び単年度ベースでのマイナス収支の計上など、本市財政

の危機的な硬直化は、各議員の共通認識であることは言うまでもありません。行財政改革の一翼

を担う議会としても、当然みずからの意思で効果が目に見える改革を行わなければなりません。

その一方で、議会基本条例が予定する議員の調査能力、議員の提案能力の向上についても、財源確

保も含め新たな議会費対応が求められているのが現状だと思います。

　また、議員定数の削減に対する市民の関心は極めて高く、減員への期待があることも事実です。

しかし、市民の負託を受けた議員による市政の意思反映という大切な議会機能が希薄になること

は避けなければなりません。

　これらの相反する諸条件を解決するためには、改選期ごとに議員定数を漸減するのではなく、

ぶれない根拠をまず設定すべき時期に来ていると考えます。

　私たちニューウィング横須賀は、一般的とされる人口をもとにした考え方ではなく、有権者数

１万人に対し議員１名を根拠数として設定しました。本市の有権者数35万 3,159人に対する議

員数は36名となります。そして、これらを目標値として各常任委員会における基数構成を勘案す

れば、37名という数字に至ります。議会費に占める削減の効果額は、議員報酬ベースだけでも約

7,500万円になります。この効果額のすべてを議会費から減額するのではなく、相当額を議員の

政務調査費機能の充実や、議会事務局の強化費に振りかえることができます。

　以上で、議員定数６名を減員して37名とする議案について、その根拠と効果を含み提案趣旨説

明をさせていただきました。議員の皆様におかれましては、この意味を十分にお酌み取りいただ

き、本提案に御賛同賜りますよう心からお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていた

だきます。
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 基本構想を議決すべき事件に追加

（議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例）

平成23年 9月 1日提出（提出者：上地克明）

→自治法の改正により、法定計画からはずれた市の最上位計画である「基本構

想の策定又は改廃に関すること」を議決事件として追加することを提案した。

（全会一致で可決）

◆８番（上地克明）　ただいま議題となりました議員提出議案第５号につきまして、提出者

を代表して提案理由の説明を申し上げます。

　議員提出議案第５号議会の議決すべき事件に関する条例中改正については、地方自治法の

一部を改正する法律、平成23年法律第35号の施行に伴い、議会の議決すべき事件の一部を改

めるとともに、所要の条文整備を行うものであります。

　皆様御存じのとおり、平成23年８月１日施行の地方自治法の一部を改正する法律において、

従前の地方自治法に定められておりました市町村における総合的かつ計画的な行政の運営を

図るための基本構想の策定義務が撤廃されました。

　これに伴い、平成９年３月25日に本市議会において可決決定した横須賀市基本構想は、法定

計画ではなくなり、議決すべき事件の対象外となりました。

　同基本構想は、本市のまちづくりの基本的方向を定める最上位計画であることから、今後も

その策定又は改廃については、当然のことながら、行政が責任を持って対応していくべきもの

であります。

　また、議会も二元代表制の一翼を担う存在として、同基本構想の策定又は改廃について、引

き続き議会の議決すべき事件とし、責任を持って対応していくことが責務であると考えるも

のであります。

　議員の皆様におかれましては、以上の趣旨を御理解の上、本提出議案に御賛同賜りますよう

お願い申し上げて、提案説明とさせていただきます。

　以上です。
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 公契約に関する基本法制の制定等を求める意見書案の提出

（公契約に関する基本法の制定及びILO94号条約（公契約における労働条

項に関する条例）の批准を求める意見書）

平成23年 9月 29日提出（提出者：上地克明）

→公共サービスの安定的提供及び質の向上、労働者の適正な賃金の確保及び雇

用環境を整備するため、公契約に関する基本法の早期制定とILO94号条約（公

契約における労働条項に関する条例）の批准を求める意見書を提出（全会一

致で可決）

◆８番（上地克明）　意見書案７号について、提出者として提案理由の説明を申し上げます。国

や地方自治体は、契約という形で公共工事を発注したり、さまざまな公的な業務を委託したりし

ております。

　権力作用によらずに、国や自治体が行政目的遂行のために、民間企業や民間団体と締結するさ

まざまな契約を公契約と呼んでいます。

　御承知のとおり、多くの公契約は競争入札方式が採用されていますが、過度な、行き過ぎた入札

競争による落札金額の低下減少は、最低制限価格が設定されている場合が多いものの、現実には、

元請、下請、さらに孫請などの重層構造の中で、事業者が生き残りをかけて、直接現場に従事して

いる労働者が低賃金を余儀なくされている実情があります。

　公契約法は、こうした実態を踏まえ、公契約に基づく業務に直接・間接に従事する労働者の最

低賃金額の遵守を委託契約の条件として受託業者に対して義務づけるものであり、最低賃金法に

基づく地域最低賃金が地域内のすべての労働に対して適用されるのとは違い、公契約に基づく直

接・間接の労働に対して相当と定める最低賃金の支払いを義務づける規則であります。

　これは、最低賃金額がいまだに生活保護基準を下回る地域が全国に存在し、かつ、生活保護支給

の各地域の水準額が、単身若年者を対象とする最も低い水準にあり、最低賃金の大幅引き上げは

ワーキングプア解消のためには重要な要素と考えられるからであります。

　しかし、昨今の厳しい経済情勢の中、最低賃金額の大幅な値上げはこれまで以上に中小零細業

者の倒産や廃業をふやしかねないために、同時に十分な業者への対策が重要不可欠になることは

言うまでもなく、公契約法の早期の制定が求められるものであります。

　本市は全国に先駆けＩＴ入札を導入、その後も公平性、透明性、競争性という原則のもとに、さ

まざまな入札改革を行ってきましたが、最近の経済状況から、予定価格の弾力化や地元優先の発

注方針を打ち出してきています。しかし、本市の個人所得や求人倍率の低下減少、さらにはふえ続

ける生活保護受給者は、いかに本市が深刻な経済状況にあるかということをあらわしております

　これまでの本市の入札改革への道のりや意欲については評価を惜しむものではありませんが、

国や自治体による行財政改革、また成長産業へのシフトという政策転換が、行き過ぎた市場原理
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主義を公共事業に持ち込み、産業の空洞化を招いてしまったということは、本市においても変わ

りはないと考えます。

　また、ＩＬＯ94号についてでありますが、公共事業が民間事業とは異なる社会的役割を担って

いるという認識は世界共通のものであり、この認識のもとで、ＩＬＯは1949年に公契約における

労働条項に関する条約、ＩＬＯ94号を制定しています。この条約は、国や地方自治体などの公的

な機関が発注する事業について、社会的に適正・公正な水準の賃金・労働条件を確保することを

契約に明記するように義務づけています。その水準も、同一の産業・同一の業種で確立している

労働協約などの法令よりも有利な水準にすることを義務づけています。

　2011年、現在約60カ国が批准をしていますが、いまだに日本は批准をしていません。

　公契約法は、このＩＬＯ94号条約の精神を法令化したものであります。

　地方自治法第１条の２は、住民の福祉の増進を図ることは地方公共団体の責務であると規定し

公共サービス基本法第11条は、国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ

確実に実施されるようにするため、公共サービスが適正な労働条件の確保その他の労働環境の整

備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする、と規定しております。

　よって、公契約の基本法の制定並びにＩＬＯ94号の批准は、国の急務の課題と考え、意見書を

提出するものであります。

　ぜひ皆さんに御賛同いただき、この意見書を可決していただきますようお願い申し上げまして

ごあいさつといたします。
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 横須賀市中小企業振興基本条例の提案

平成23年 11月 29日提出（提出者：上地克明）

→市内経済の継続的な発展のためには、中小企業の意欲的で創造的な活動を支

援することが不可欠であり、中小企業政策を市政の重要課題と位置付け条例制

定することを提案した。

（本条例案は総務常任委員会で審査を経て、平成23年 12月 14日　全会一致で

可決）

◆８番（上地克明）

　中小企業振興基本条例を提案させていただくために、趣旨の御説明をさせていただきます。

　2010年６月18日に、政府は、中小企業憲章を閣議決定いたしました。この憲章では基本理念に

中小企業は経済を牽引する力であり、社会の主役であると表現して、その結びにおいて、少子高齢

化が進む中、これからは、一人一人が力を伸ばし発揮することが、かつてなく重要性を高め、国の

死命を制することになり、挑戦意欲や創意工夫の積み重ねが活発になるような社会への変革なく

して日本国家の将来は危ういとの認識を示し、変革の担い手として中小企業への大いなる期待と

中小企業が果敢に挑戦できる経済社会の実現に向けて決意を宣言しています。

　近年の国境を越えた経済活動の拡大、それに伴い激化する競争社会、また急速な少子高齢化の

進展など経済を取り巻く環境は非常に厳しく、横須賀の中小企業においても、法人税の落ち込み

や有効求人倍率の著しい低下現象から見ても、極めて厳しい状態が続いていることが容易に推察

されます。

　市内に立地する企業の大多数を占める中小企業は、それぞれの業種・職種において市内経済を

根幹から支え、地域のまちづくりや雇用、災害時の助け合いなど、地域社会の発展に大きく貢献し

てまいりました。

　横須賀市は、開港以来、戦前は海軍のまちとして、戦後は造船や自動車産業を核として、日本各

地から意欲的な人々が大勢集まり、競い合い、助け合いながら、活力ある経済と豊かな地域社会を

形成してきました。市内経済の継続的な発展と健全で活力ある社会を取り戻すためには、中小企

業の意欲的で創造的な活動を支えることが不可欠であり、中小企業政策を市政の重要課題と位置

づけることが焦眉の急と考えまして、この中小企業振興基本条例を提案するものであります。

　この条例の骨子は、地域振興の軸は企業誘致も重要な要素であることは当然としても、横須賀

の中小企業振興にとっては、地域循環による企業活動の相乗効果が非常に重要であるとの立場か

ら、本市、中小企業者、そして大企業それぞれの責務を明らかにして、市民の理解と協力のもと、中

小企業の振興に関する横須賀市の基本的な行政責任を明確化するものであります。

　皆さんにおかれましては、御賛同されますよう心からお願いを申し上げまして、趣旨説明とか

えさせていただきます。よろしくお願いいたします。（拍手）
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 横須賀市地域で支える条例の提案

平成24年 11月 29日提出（提出者：上地克明）

→住民相互の交流の促進や地域のつながりを積極的に強化し、地域住民相互の

協力と助け合いの精神に基づき、自主的で活発な地域活動を促進すると同時に、

行政の地域社会への関わり方の基本を明確にすることにより、将来にわたり、地

域住民が支え合い、安心して快適に暮らせる社会を実現するために、条例制定を

提案した。

（本条例案は自治基本条例特別委員会で審査の後、平成24年 12月 14日　賛成

少数で否決）

◆８番（上地克明）　ニューウィング横須賀の上地です。

　本日、議員提出議案第２号として提出する横須賀市地域で支える条例について、提案者として

趣旨説明を行います。

　現在、自治基本条例が特別委員会において継続審査となっております。そして、先ほど市長から

横須賀市と地域運営協議会との協働による地域自治推進条例が提出され、自治基本条例検討特別

委員会において審査することになりました。しかし、これら２本の条例が予定する枠組みや効果

を審議する前提として、まず私たち横須賀市民として、地域に対する共通の認識を構築し、次に現

在既に市域に展開している自治会や町内会などの基礎的地域団体のあり方の総括を行った上で、

その存在意義と役割が条例により明確に位置づけられることが必須ではないかと考えます。

　本日は、横須賀市の歴史の流れの中で培われてきた住民相互の交流と助け合いの精神を将来に

わたりまちづくりの基本に据え、市民や市職員の参加による安心して快適に暮らす社会、地域で

支え合う社会を実現することを目的とする横須賀市地域で支える条例案を提出いたします。

　条例案前文では、本市の時代背景を述べた上で、安心・快適な社会の実現を目指す本条例の意

義を述べ、第１条の目的へ導いています。

　第１条では、市民及び地域活動団体等の役割や本市としての責務を述べます。

　第２条は、用語の定義の中で市民の範囲と地域活動を定義しています。

　第３条では、家族・近隣間の人と人とのきずなという視点から、市民の役割を述べました。

　第４条は、未来を担う市民としての子どもたちに目を向け、その成長を担う過程や地域社会の

役割を述べました。子どもの権利条約を見るまでもなく、本市として、子どもたちに対する地域社

会のかかわり方を条例で明確にする必要を感じました。昨日のようにいじめの問題等も含めて、

子どもの背景を社会全体で責任を持って育てていくということを明確にしたいと思うので、これ

を加えました。

　第５条では、教育活動団体の役割、第６条では、市内に展開する事業者にも役割分担をお願いし

ています。

　第７条では、前条までに述べた役割や活動を推進するための本市のかかわり方を述べています
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　第８条は、本市職員を積極的に地域活動へ導いています。

　第９条にて、前条までに規定するさまざまな役割や方針を具現化するための市の施策展開の基

本方針を、財政上の措置を含め10項目に述べました。

　以上の条文構成によりまして、本市における市民、地域団体、行政などの位置づけと明確な役割

分担を行い、もって基本となる市民と自治の関係を整理し、将来に向けた地域運営のあり方の議

論に道筋を開くものといたしました。

　議員各位の真摯な審議と条例制定に向けた御理解を賜るようお願い申し上げまして、横須賀市

地域で支える条例に関する趣旨説明を終わります。

 自治基本条例には反対の立場で討論を行った。（平成24年 12月 14日）

◆８番（上地克明）　ニューウィング横須賀の上地でございます。

　私は、議案第24号横須賀市自治基本条例制定について、反対の立場から討論を行います。

　地方分権という言葉の進展に伴い、これからの自治体運営について、市民よる自己決定、自己責

任という言葉がもてはやされています。いわゆる市民が主役のまちづくりという言葉の持つあい

まいさは、行政の施策決定責任を市民の意思という美辞麗句によりオブラートに包み込んでしま

う危険性があります。

　言うまでもなく、自治体の経営は、市民の意思を十分に反映したものではなくてはなりません。

　しかし、ここでもう一度、私たちを取り巻く生活の現状を考えてみる必要があります。国家財政

の逼迫、産業構造システムの変化への対応の遅れ、さらには超高齢化社会へ向かう人口動態、世代

間の価値観の多様化と乖離など、市民生活を俯瞰して見たときに、主役になるはずの市民の生活

に対する疲弊、不安感は、かつてないほど大きくなっているのが現状です。

　今後、消費税の増税とエネルギー施策に起因する公共料金の上昇などを想定すると、１人１人

の生活防衛が重要なときに、市民主権、自己決定、自己責任という上っ面の言葉で多くの地方自治

体が掲げているような自治基本条例とさして差異のない横須賀市自治基本条例をあえて制定す

る必要があるのでしょうか。

　目まぐるしく変化する社会環境の中で、提案されている条例案は、既に時代錯誤に陥っている

と考えます。今、求められているのは、国家というマクロ的視点の全体社会構造、例えば、憲法第

25条に規定する社会保障のようなナショナルミニマムからシビルミニマムへと言われる自治体

単位での最低限度の生活水準などを保障するミクロの視点への移動であり、福祉、教育、文化を独

立した価値観で運営する地方政府の役割の強化ではないでしょうか。

　自治基本条例は、しばしば自治体の憲法になぞらえることがあります。

　しかし、国が政治の流動性の中で、政策主張と現実政策の乖離により、大きな政府を目指すのか、

小さな政府を目指すのか、全く理解できないにもかかわらず、交付金や行政の執行形態において、
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国のシステムに唯々諾々と従い、国主導型の、いわば形式的分権に甘んじてきた自治体による団

体自治から住民自治へというスローガンは、財政難を理由に、市民生活支援の縮小を目的とする

自立自助思想としか思えず、これは、単なる観念論なのか、革新的責任転嫁なのか、いまだに理解

に苦しみますが、いずれにせよ、国と同じように、自家撞着に陥っているとしかいいようがない現

状に憲法とはいかがなものか、全く理解ができません。

　また、会派の評価として、特に住民投票条例に関しては、市長の議員時代の姿勢から、いわば変

節的とも言うべき後退が見受けられ、許しがたいという意見もありました。

　今、行政と市民の間に求められていることは、市民生活の安定的基盤確立のために、理念を共有

することにあると思います。今定例会で提出した横須賀市地域を支える条例は、委員会で否決さ

れたものの、横須賀市の歴史の流れの中で培われてきた住民相互の交流と助け合いの精神をまち

づくりの基本に据えて、地域で支え合うという理念を市民の間に定着させることを重要視してい

ます。

　そして、その上で、地方政府としての政治の方向性の明示、いわば、本市における市政基本条例

なるものを制定することこそが、先行きの見えない不安定な社会における自治体の市民に対する

責任とも考えます。

　そもそも条例は、それ自体が成立することに価値があるのではなく、市民の意識に内在し、市民

の幸せに貢献し、寄与してこそ価値があります。自治の基本は、執政者と市民双方に理念にこそあ

るという点を確認して上で、本条例案では、地方政府と中央政府との関係を整理もせずに、自治体

の憲法の名のもとに、市民を主役に据え、地方政府の施策執行責任をあいまいにしているという

ことを指摘して反対討論といたします。
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 地方交付税制度の趣旨を逸脱し、地方分権に逆行した地方交付税削減措置の

即時撤回を求める意見書案の提出

平成25年3月25日提出（提出者：上地克明）

→地方分権に逆行した地方交付税削減の即時撤回を求めるため意見書案を

提出

（本意見書案は、平成25年3月27日　賛成少数で否決）

◆８番（上地克明）　地方交付税制度の趣旨を逸脱し、地方分権に逆行した地方交付税削減措置

の即時撤回を求める意見書を提出させていただきます。少し激越なのですが、このくらい出さな

いといけないと思ってお許しいただきたいと思います。

　地方交付税は、本来地方の税収入とすべきところ、自治体間の財源の不均衡を調整している。そ

して、全ての地方自治体が一定の水準を維持でき得るような財源を保障する。

　そういう見地から、国税として国がかわって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する。

いわば、国が地方にかわって徴収する地方の固有財源である。これは総務省も明らかにしている

ところであり、これは平成17年総理大臣答弁で明らか。

　つまり地方交付税というのは、地方の固有財源であるということが言える。これは皆さん周知

のとおりだったと思います。

　しかし、本来固有財源である地方交付税が、例えば、小規模自治体の市町村合併の道具に使われ

てしまったり、あるいは復興増税でも、交付税措置の趣旨を捻じ曲げて使われてきた。

　さらに、今回、公務員の給与削減に当たり、地方公務員の給与削減に、この交付税措置を使い、半

ば強制してきている。地方の固有財源であるにもかかわらず、地方の財布に国が手を突っ込んで

くるということは、やはり看過でき得ないのではないか。

　それでなくても臨時財政対策債が存在して、どんどん地方のお金が目減りしている。全て地方

の負担が大きくなってくる。確かに、国や地方、お互い痛み分けをしなければいけないことはわか

っていますが、まずはナショナルミニマム、シビルミニマムというきちんとすみ分けしていく。地

方分権を進めていくということが重要な時期に、このようなことは暴挙と言わざるを得ません。

　多分に激越な文章になりましたが、ぜひ皆さんには御賛同いただいて、地方交付税制度の趣旨

を逸脱し、地方分権に逆行した地方交付税削減措置の即時撤回を求める意見書に御賛同賜ります

よう、心からお願い申し上げます。（拍手）
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２．これからの「まちづくり」をすすめるには、

・・・新家族主義と地域社会の再建が鍵と考える（まちづくりの思想）

 核家族から複数世帯への家族主義への回帰、かつての心ある地域社会の復活

こそが今後の地域社会のキーワードであると考えている。

 平成21年　第3回定例会　9月09日質問より抜粋

　

私自身も谷戸育ちであって、相互扶助的な地域社会にノスタルジーを感じ、谷戸文化を肯定的

にとらえ直し、かつての心ある地域社会の復活こそが今後の地域社会のキーワードであることは

考えていますが、恐らく市長は歴史的に見て、谷戸という言葉を差別的にとらえ、ネガティブに感

じている人たちも少なくないという事実を知らないのだろうというふうに思っています。

　戦前戦後を通じ、さまざまな地域からいろいろな人たちが横須賀に職を求めてやってきました

そして、平野が少なく、山々で分断された狭隘な土地にひしめくように家々が軒を並べ、水害やが

け崩れなど自然災害と闘いながら、肩を寄せ合い、助け合いの精神で生きてきた固有の地域の歴

史があり、中には差別的谷戸もあったという悲しい事実も、実は存在しています。

 平成23年　第3回定例会- 9月 20日　質問より抜粋

これからの公共政策、どれをとっても前回申し上げましたように、核家族から複数世帯への家

族主義への回帰、さらには横須賀ナショナリズムともいうべき地域思想が地域主権というもので

はなく、横須賀ナショナリズムともいうべき地域思想が根本になければ、この政策は機能しない

と考えています。

（再掲）

 横須賀市地域で支える条例の提案

平成24年 11月 29日提出（提出者：上地克明）

→住民相互の交流の促進や地域のつながりを積極的に強化し、地域住民相互の協力と助け合いの

精神に基づき、自主的で活発な地域活動を促進すると同時に、行政の地域社会への関わり方の基

本を明確にすることにより、将来にわたり、地域住民が支え合い、安心して快適に暮らせる社会を

実現するために、条例制定を提案した。

（本条例案は自治基本条例特別委員会で審査の後、平成24年 12月 14日　賛成少数で否決）
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３．政策立案の基本は

・・・政策マーケティングを実践することにある

 これまでの条例提案や具体的な政策提言などの政策立案に際しては、自らが

時代の流れを読むのは当然であるが、「市民の民意がどこにあるのか」を常に

考えている。その手段として、政策マーケティングを実践している。

 平成22年　第4回定例会- 12月 03日　質問から抜粋

政策のプライオリティー、優先順位についてお伺いをします。

　私は毎年、横須賀市民の民意がどこにあるのかを調べる市民の意識調査をしています。それは、

市長はお聞き及びだと思う。詳細な分析をここで述べることは避けますが、希望する政策はとい

う問いに、職業別に若干の差異はあるのですが、１位が高齢者政策、２位、地域経済の活性化、３位

行財政改革、４位、子育て支援の順位なのです。これは男女別、年代別にも毎年ほとんど変わるこ

とはない、これが横須賀の実態。ちなみに、公務員、農林水産業、自由業の人たちの結果は、この順

位とは違います。（略）

　市は限られた財政状況の中で、市民ニーズの強弱や喫緊性によって政策の優先順位が当然あろ

うはずであるし、その優先順位こそが市長のカラーであるに違いないと、だれもがわかりやすく

考えられるのではないかと思ったからです。（略）

　

 平成23年　第3回定例会- 09月 20日

　

（略）さて、次に、経済・雇用問題と安心・安全のまちづくりについて、質問します。

　まず初めに、この２つの問題について、市民アンケートの結果が出たので、これに対する市長の

考えを伺います。

　この２つの今日的社会問題は不即不離の関係であり、本市においては喫緊の課題というよりも

以前から指摘してきたように、まさに目の前にある危機という認識を持たなければならない時期

に来ていると考えます。

　町なかに軸足を置いている我々議員の感覚からすれば、この認識は当然と思いますが、先日公

表された政策推進部の市民アンケートの中で、市民の望む政策優先順位の１番目、２番目が、この

２つの問題でした。

　市長、アンケートというのは、その結果を政策や施策に速やかに反映させるためのツールであ

り、市民の意識分析や既存の重点政策の微調整のための手段やエクスキューズではないのではな

いでしょうか。マーケティングにかかわってきた私個人として申しますと、政策やその優先順位

は、ともすれば主観的になりがちなので、その欠点を科学的に補うのが政治や行政におけるマー

ケティングと私は位置づけてきました。
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　市民ニーズをいち早くキャッチして、政策の選択と集中、そしてどこに傾斜配分をするかとい

う判断をする、最も民主的な手段がマーケティングです。にもかかわらず、せっかくの成果が今定

例会で何も施策や政策にフィードバックされていないことに大きな疑問を感じますが、まずこの

ことについて市長の見解をお聞きします。

 平成24年　第3回定例会- 09月 21日

（略）９月１日、２日の２日間、市民意識調査を電話聴取法で行いました。いわゆるテレマーケ

ティングを行いました。755サンプル、無作為二段抽出法で95％の確率、ほとんど誤差はないと言

っても過言ではありません。

　大きな目的は住民投票条例の認知度は賛否の調査だったのですが、同時に男女別、年代別に最

も希望する政策、さらには市政の満足・不満足度分野についても調べました。

　詳細はここで申し上げるのは避けますが、結果は最も希望する政策が男女年代を問わず高齢者

福祉対策、地域経済の活性化、医療政策の３分野が上位を独占しました。これは日本中どこでも同

じような傾向にあるとは思いますけれども、裏返して言えば、福祉政策、地域経済対策、医療政策

について市民の関心が非常に高いということでありまして、特に満足度調査によれば、小児医療

費助成制度と地域経済活性化策に対しては、強弱はあるものの、男女年代を問わず、市民の３人に

２人は本市の政策に不満を持っているという結果になりました。
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4．政策の推進には、財政基盤の確立が急務である！！

 平成21年　第3回定例会- 09月 09日

財政危機に対する認識についてであります。

　私は、市議会に登壇以来、一貫して財政危機について訴え続けてまいりました。以前に申し上げ

たことをひもとけば、横須賀の財政は基本的には数十億円の支出超過状態であり、今後高齢社会

の進展などにより、扶助費の増加に歯どめをかけることはできないことや、人口減少社会の到来

によって、将来的には税収減少も避けられないことから、今後の財政運営については、さらに厳し

い状況になるのは自明の理であるということを訴えてきました。そのため、市長はみずからの政

策に基づいて事業の優先順位を決め、財政上執行ができない事業については、みずから断腸の思

いで事業執行を停止しなければならない状況に、今はきている、このように私は申し上げてきま

した。まさに、目の前にある危機に対し、今回の所信表明の意図するところは何なのでしょうか。

危機的財政状況について、市民の皆さんに情報を共有することも大切ですが、その打開策につい

て具体的な方策をもって情報開示するべきではないでしょうか。

(マニュフェスに関連して質問)

・経常収支比率の改善

・公債費の圧縮

・下水道関連の企業債償還に向けた財源確保の手法の検討

・外郭団体の改革
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5．地方分権の確立が自立する自治体をつくる！！

・・・分権に対する考え方・・・

 平成22年　第3回定例会- 09月 02日

◆２５番（上地克明）　

　これまで私は、沢田、蒲谷両市長に再三にわたり問い続けてきた地方分権について、改めて少し

目先を変えてお伺いをさせていただきたいと思います。(略)

　分権のキーワードというと、補助金の廃止や縮減、税配分の見直し、交付税改革を一体としてさ

らに推し進めていくということが自治体に課せられた役割と考えています。これには、他都市と

の比較に傾きがちな自治体行政から独立した経営、財源指標を構築すること、また、地域特性を重

視した住民自治の確立が急務であり、そのためには、まずトップがみずから行財政改革の先頭に

立つことが必要であるということが不可欠であると、ずっと述べ続けてきたと思います。

 基地の存在が本市経済に及ぼす影響

地方分権の見地から言えば、例えば、私は以前、基地の存在に対する経済的制約について、基地

交付金、調整交付金の増額という議論ではなく、基地の存在がまちづくりにどれだけの影響があ

るのか、そして、それらのまちづくりの制約を解消するにはどのような手段や方法があるのかを

具体的に検討して政府に訴えていくべきと訴えてきました。

基地の存在が港の効率的利用を不可能にさせるとともに、国道 357号線を分断させ、横須賀市の

経済を縮小させ、損失を与える原因になっていることが明白になっている以上、固定資産税の代

替としての交付金だけではなく、仮に基地がなかったと仮定した場合、民間経済活動による富や

付加価値の創造、さらには雇用や個人所得などを生み出す経済効果を検証、測定し、政府にさまざ

まな形で要求をしていくということであります。

 都市計画の決定権限の移譲

本市は中核市でありながら首都圏整備法による近郊整備地帯に位置づけられることから、

用途地域の決定権がないという事実を初め都市計画の決定権限は中核市が持つものが非常

に少なく、複雑多様化する地域の都市問題を主体的、さらにタイムリーに解決できないとい

う問題も都市計画の分野では地方分権がいまだ進んでいないということを示しています。

・・・その後この状況は進展している。
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6．本市経済雇用環境の変化に向けて

・・・地域版ニューディール政策の推進・・・

 平成22年　第4回定例会- 12月 03日

以前、前市政に提案したことがありますが、経済雇用状況を少しでも改善するために、いわば地

域版ニューディールとでも呼べるような、官が積極的に本市の経済や産業に介入し、ダイナミッ

クで柔軟な政策を本市の経済の基軸に据えるような考え方が、今本市に必要なのではないでしょ

うか。公的な新規事業を積極的に立ち上げたり、すそ野が広く、新規雇用を喚起できる得る産業を

特定し、保護育成する。さらには、これは時代に逆行するかもしれませんが、単純な指定管理者制

度から、地元企業や公社による雇用優先制度への転換なども当然、私は必要になってくると思わ

れます。

 平成23年　第3回定例会- 09月 20日

もし立地奨励金による企業誘致がなかったならば税収はもっと低かったことがわかり、思った

以上に横須賀の経済が深刻な状況にあるといったことを痛感しました。

　また同時に、成功した企業誘致が本市の雇用創出にはほとんど影響がなかったということも、

この求人倍率は示しています。

私は、現下の経済状況の中で、国の経済対策にほとんど期待が持てない今こそ、抜本的な考え方、

考え方を転換することによって地域主権時代における公共事業を積極的に再評価して、経済雇用

対策としての中心軸として新たな公共事業政策への転換を図ることこそ急務であると考えます。

　これは、いわゆる自民党時代、高度経済成長を支えてきた、いわゆる大型公共事業による再生を

目指すこととは違うということは言うまでもありませんが、地域経済浮揚目的に適合するという

か、各生産要素へ多角的に波及し、中間材需要や雇用効果、そして最終所得への効果的な政策が可

能な産業部門は、やはり建設業であるというふうに考えられます。

　私は、これからの公共事業は過大な財政負担を伴わない既存公共施設や構造物の維持補修、リ

フォーム、耐震を初めとする災害防止など、日常生活の利便性や福祉の向上に役立つ事業に重点

特化をして、こうした事業で地域内に投資をすることによって、本市のものづくり産業を初め、冷

え切った地域経済の振興を図り、雇用を創出することが可能となると確信します。

　1999年に旧建設省が発表した公共工事着工統計年度報によれば、どのような工事の種類でも

工事規模が小額になればなるほど、単位当たりの工事労働者数は多くなり、工事規模が 1,000万

円未満の公共工事は、工事規模５億円以上の２倍程度の雇用効果があると実証されています。

　本市においても、経済対策ということで、７月の調べでは、地元業者発注金額を工事、物件、委託

とも前年度比 140％ふやしているというものでありますが、単なる地元企業の枠を広げただけで
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公共事業の思想の転換を図るものでなければ、雇用創出効果を期待できるものではありません。

　財政規律の重要性はだれよりもわかっているつもりですが、政策の選択と集中を図り、補正予

算をも視野に入れた公共事業への予算の傾斜配分を政策の基軸にとらえることが焦眉の急と考

えますが、市長の見解を伺います。
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