
（経歴等） 

1959 年 1 月 11 日，⾧野県上伊那郡辰野町に生まれました。小さい頃は元気ないたず

ら小僧でしたが，農家に生まれたこともあり，田植え，稲刈りなどの農作業を手伝ってい

ました。中学ではバレーボール部で根性を鍛え，高校では生徒会活動に取り組んでいまし

た。大学時代に戦災者補償問題を知り社会問題を考えるようになりました。1985 年に株

式会社沖電気に入社，1995 年に結婚し，日野市旭が丘に住むようになりました。2006 年，

日野市の無防備平和条例の直接請求に取り組んだことをきっかけに市議になることを決

意，補選を含む 3 回目の挑戦で 2014 年に市議に当選。今回の市⾧選立候補で辞職するま

で 2 期 7 年勤めてきました。 

この度は，SDGs に取り組むみなさまからの，多岐にわたるご質問をいただき大変あり

がとうございます。いずれのご質問も，率直な疑問を投げかけてくれたもので，しかもそ

れぞれ本当に考えさせられるテーマでした。私もあらためて SDGs を学びました。現時

点での私の考えをお答えします。 

 

 

SDGs は，いつでもどこでも誰とでも手を組まなければ実現できません。他市に居住し

ている方たちと，在勤在学中に一緒にできることはたくさんあります。たとえば，以下の

ようなことが考えられます。 



⑴ まず多くの方に SDGs の考え方に共感していただくこと，そのために高校，大学，

企業に情報発信し，その価値観を知っていただく機会をもちましょう。その時に大切な

のは難しい言葉は不要です。少しだけ想像力を豊かにし，途上国，周囲の環境，虐げら

れている人たちを思い浮かべられるよう，映像や写真などを効果的に使いたいですね。

SNS での発信も期待しています。 

⑵ 学校や企業内での SDGs につながる具体的な活動に取り組みましょう。 

①SDGs は社会，経済，環境と幅広いものですが，それを意識しつつ自らできるこ

とを実践しあいましょう。 

②ゴミを出さない，プラスチック製品をできるだけ使わない。省エネ，省資源，再

利用 

③昼食時の食品ロスをなくす 

④労働環境は整っているか， 

⑤学習環境は整っているか， 

⑥外国人や障害者，高齢者，女性，LGBT に対する差別や偏見がないか，等々 

⑶ 市と共同の取り組み 

すでに市内の企業や市民を交えたいくつかの対話が始まっていますが，これを広げ

ましょう。 

また，大学生が高校生，中学生，小学生たちに SDGs の考え方を伝える機会をもて

るとよいと思います。子どもたちはお姉さん，お兄さんたちと一緒に活動できるのが大

好きです。自分たちが出したごみの行方や市内に残る畑や自然の大切さ，ヒトは自然の

中で生かされているという実感を楽しく体感できる機会を，市も一緒になってつくり

ましょう。SDGs ゲームなども使って学習するのも楽しいと思います。 

⑷ そのほか，他市から通勤通学にいらしているのであれば，他市で生活している中で気

づいた SDGs につながるこんな良い生活習慣や取組があるということがあれば，ぜひ

教えてください。 

 

選挙に行くかどうか迷っているということですが，それは政治を身近に感じない，誰に

投票してよいのかその基準がわからない，投票してもしなくても政治は変わらない，と思

っているからではないでしょうか。 

⑴ 確かにみなさんは，まだ働いておらず親のもとで生活をされている方が大半でしょ



うから，政治を直接肌身で感じることは少ないかもしれません。 

でもあなたの毎日の生活は政治そのものの反映です。たとえば， 

①授業はわかりやすいか 

②将来，就きたい職業に向けて十分な知識や技能を得られているか 

③いじめやセクハラ，パワハラはないか 

④学費の心配はないか 

⑤生活費は足りているか，アルバイト先はブラック企業ではないか， 

これらはまさしく学習・教育環境を整えるという政治の課題です。また，すべての人

に質の高い教育を提供することはＳＤＧｓ４の目標そのものです。 

子どもたちは，生まれで差別されない，親の経済力で差別されない，外国人だからと

差別されない，女子学生だからと差別されない，誰でも同じスタートラインに立てるこ

と，望む教育を選択できることが基本的人権の一つである学習権を保障する出発点で

す。 

ヨーロッパでは多くの大学が学費を無料として子どもたちの学習権を実質的に保障

していますが，日本では大学の学費は高く，進学をあきらめる学生も多いし，コロナ禍

で経済的困窮のため退学せざるをえない学生も多くなっています。 

このように，たとえば，自分たちの学習・教育環境を本当に整えてくれる政治家は誰

なのか，あるいは，将来の夢は実現できるか，夢を阻んでいるものがあるとすればそれ

を取り除いてくれる政治家は誰なのか，そんなことを一つの指標にして投票してみて

はどうでしょうか。 

⑵ それから，若いみなさんは政治についてわからないと言いますが，本やインターネッ

ト，テレビ，親や友人，先生たちとの会話の中で何となくこうじゃないかな，と思うこ

と，感じることを基準に投票すればよいと思います。私は，若い人たちの知識，創造性，

若者だけができる経験，瑞々しい感性は，「未熟で頼りない」ものではなく，これから

の社会を見据える「貴重な宝」であり，それを活かしていくことが社会全体の力になる

と考えています。 

ぜひ投票に行ってみてください。

 

行政文書の保管は，現在および将来の住民に対し，いまなぜこの施策を実施するのか，

なぜあの時このような施策をとったのか，立法事実（その施策を推進する必要性があると

いう客観的事実）があるのか（あったのか），その説明責任を果たすために大変重要な問



題です。 

日野市ではまだ公文書管理条例は制定されておらず，公文書管理規則があるだけです。 

今後公文書の電子管理システムが整備されることは，行政における公文書の適切な管

理という側面からも，住民の知る権利の保障のという側面からも，推進すべきであると考

えています。 

公文書の電子管理は，収受や起案をした文書の情報や，それらをまとめた行政文書ファ

イルのメタデータをネットに登録・管理すること，さらには電子決済を導入することによ

り，ペーパーレス化と保存スペースの削減，文書の検索・共有・蓄積が簡単であること，

職員が作成，取得した文書や決裁文書が他者の目にも触れるかたちでシステムに保存さ

れるので，改訂や廃棄までの操作が記録され透明性が確保される等のメリットがありま

す。もちろんセキュリティの問題や，誤消去や誤書き換えによって復元できなくなるリス

ク，保存媒体がどのくらい⾧期間耐えられるか，電源喪失の場合のリスク等はいろいろと

ありますが，これらは技術的に解決できるものが多いと思われます。 

そのように電子化されて管理されている情報は，市民が情報公開を求めた時に，即座に

検索され，容易に提供できることが可能になります。 

たとえば，韓国のソウル市では，それまで公開情報を職員が選別して直接アップロード

する方式をとっていましたが，2013 年 10 月以降は内部で生産された行政情報が自動的

にインターネット上で公開されるように処理するシステムをつくり，個人情報などを除

くすべての行政情報を情報コミュニケーションプラザをとおして透明かつ完全に公開

し，市民の知る権利を保障することはもちろん，行政の透明性と責任性を保障して市民の

ソウル市行政を信頼することができるように努力しているとのことです。 

ほかにもデジタル化先進国といえる北欧のノルウェーでは早くから電子公文書に関す

る国の統一ガイドラインをもうけ，あらゆるタイプのアーカイブ作成や⾧期保存などに

対応するシステムを備え，民間企業や個人への利用に供しているそうです。 

行政文書の電子化の流れが世界的に加速していくなか，日本ではまだなかなか進んで

いない地方自治体での公文書の電子管理ですが，ペーパーレス化という点でも，市民が行

政情報を共有し，市民と行政がパートナーとしての信頼関係を築くという意味でも，推進

していきたい施策の一つです。 

 



ICT 教育、すなわちパソコンやタブレット端末、インターネットなどの情報通信技術

を活用した教育は推進する必要があります。画像や動画など活用は、子どもの関心や興味

を引き出しながら効率的な学習を進めることができます。 

しかし、一方で、短絡的に「デジタル化」推進の法律がつくられています。将来の日本

社会にとってよくなるかどうか、不透明です。「デジタル立国」と称していろいろな予算

がありますが、一部は「中抜き企業」（仕分け企業）にお金が行く流れになっています。 

こうした流れは問題で、最新型の「教育端末」の予算を大規模にとっていますが、最新

の「端末」は５年で使い物にならない状態になるとも言われており、単に市民の税金をつ

かって最新の「端末」を用意すればいいということではありません。デジタル教育の中身

がどうなっているのか、指導する教員の養成や配置も考える必要があります。 

単に「最新端末」導入優先では、スマホ依存など「子どもの世界の破壊」にもつながり

かねません。 

北欧の電子系立国・フィンランドでは、子どもの読解力を養い、問題解決能力を重視す

る教育がおこなわれております。また、学校では子どもに自由度があり、教員にも自由度

があります。フィンランドの学校では教室で子どもが寝転がって本を読んでいます。 

「習字のような『とめ、はね、はらい』ができていないと、漢字ドリルは全てやり直し。

テストは 0 点―。」小学 1 年生の授業に「厳しすぎる」のではという最近の新聞記事です。

より正確なことを追及するのはよいとは思いますが、この記事のような小学校低学年の

子どもに、とことん厳格に書かせることに意味があるのでのしょうか。文字は相手に伝え

る表記であって、✕（0 点）は子どもの可能性を委縮させてしまう効果がありはしないで

しょうか。学校での教育は子どもの可能性を引き出し、子どもに未来たくす場です。日本

の教育は少し厳格すぎると感じます。 

一方で日本では、教育機会均等が崩れてきています。大学の授業料は高等教育予算が削

られ、値上げされてきています。国連の国際人権規約に基づけば、本来無償化すべきで

す。 

別の視点ですが、日本ではドイツなどのような職業訓練教育が弱く、むしろデジタル教

育予算の多くを、就職が困難な若者や失業者などのデジタル系を含む職業訓練に回すべ

きではないでしょうか。 

ICT 教育の推進ということでは子どもだけでなく、全世代への対応も必要かと思いま

す。 

デジタル社会ということでは、企業や学校でも会議は全てリモート会議で、実参加は半

分以下という事例が増えています。市民活動や生涯学習の場面でも、公共施設のデジタ

ル・ネットワーク環境を整える必要があります。日野市の公共施設でも、市民が接続でき

る WiFi 環境などの整備が必要です。 

 



日野市は昨年，財政非常事態宣言を出しました。経常的な収入（歳入）で経常的な支出

（歳出）を賄えない厳しい財政状況だということが根拠となっていきます。しかし，財政

状況が厳しいのは，日野市に限ったことではありません。全国の地方自治体が厳しい状況

に立たされています。例えば，多摩地域には 26 市ありますが，日野市の財政状況は 26 市

の中においても平均的な水準（中位）にあります。そこで，日野市の今後の財政再建を考

えていくためには，収入（歳入），支出（歳出）両方の面から，日野市独自の問題を把握

することが大事だと思われます。 

収入の面で見ると，ふるさと納税制度のために日野市は直近 5 年間で総額 12 億 4380

万円減収しています。日野市に住む人がふるさと納税制度を使って他の市に税金を納め

たためです。また，法人市民税の一部が国税化されたために日野市は直近 5 年間で総額

25 億 3340 万円減収しています。このように，地方財源を日野市独自で確保する以前に，

かなり国の制度によって左右されているところがあります。このあたりは，全国の地方公

共団体と連携して国政に強く訴えていく必要があります。特にふるさと納税制度では，住

んでいる自治体にお礼品を希望して寄附（納税）することができないルールになっていま

す。日野市では，住んでいる市民からの寄付（納税）に対しては，寄附（納税）の使い道

をいくつか選べるようにしていますが，魅力ある提案ができていません。 

今後税金収入が減少していくと予想される中，税金収入をどのように確保するかは悩

ましいところです。「緑と清流のまち」「農あるまちづくり」を掲げる日野市の特徴を生か

し，自然環境保護，地産地消を進める中で SDGs の 9「産業と技術革新の基盤をつくろ

う」や 11「住み続けられるまちづくりを」に関連づけて住民が済み続けたくなる，企業

や自営業者が活動したくなるまちづくりを目指していきたいと考えます。 

他方，支出の面で見ると，例えば多摩地域 26 市の中で日野市の公共事業費（投資的経

費）の高さが目立っています。ここ 5 年ほどで多摩地域 26 市平均程度だった投資的経費

が平均の 2 倍近くに膨れ上がっています。これに対し，この 10 年間で高齢化が進展し社

会保障関連経費を中心に扶助費も 1.5 倍ほどに伸びていますが，こちらは 26 市平均程度

です。26 市の平均であれば良いというわけでもありませんが，日野市の財政が公共事業

に傾いているとはいえます。そうすると，日野市に特徴的な支出を重点的に点検し，本当

に必要な費用なのかをチェックすることから始めるのがよいと考えます。この必要な費

用か否かという基準としては，日野市に住む人，働く人にとって本当に必要か否かがポイ

ントになってくると思いますが，SDGs の様々な指標を取り込んで判断していくことが大

事だと思っています。 

財政がさらに悪化すれば，最終的には市民に負担をお願いするということになります。



また市が提供しているサービスを切り下げていくということにもつながっていきます。

しかし，市民の暮らしを守るのが地方自治体の一番の使命だと思っています。収入の確保

という大きな問題は今後の課題とさせていただきますが，皆さんのお知恵を借りながら

できるところから財政再建を進めていきたいと考えています。 

 

現在、日野市では大手企業の工場縮小や閉鎖がつづいており、その跡地が大規模マンシ

ョンや大規模流通センターなどになっています。 

グローバル化や持続可能な社会をめざす動きのなかで、日野自動車をはじめ、ものを作

り出す企業は大きな転換点にあるかと思います。 

最近のニュースでは中国の電気自動車工場の拡大と中国内の電気自動車の急速な普及

が報道されていました。おそらく石油エネルギーの自動車はまもなくなくなるでしょう。 

「カーボンニュートラル実現への貢献」をうたう日野自動車では環境性能の良いバス

や水素自動車の研究や実証化がすすめられており、完成したバスは都バスや都内のバス

会社にも導入されています。 

持続可能な地球環境に配慮した企業活動は、「緑と清流のまち」にふさわしい、SDGs

の推進課題です。ぜひ、市内の企業と連携し、持続可能な地球環境に配慮した事業をお互

いに支援し推進したいと考えます。日野市内や周辺にはそうした研究を行う大学もあり、

市内企業とも連携し、持続可能な社会・まちづくりすすめます。環境系企業や研究機関の

誘致は「緑と清流のまち」日野に必要かと思います。 

また、大学や研究開発に関わる技術者も日野にはたくさん住んでいます。日野市は、市

内のこうした企業や組織で働く人々の生活を支援します。 

 「持続可能」という観点から、今、もっとも見直されているのが、地域での社会的連

帯経済を推進することです。コロナ禍でこの動きはますます重要になっている気がしま

す。また、一方で「原発」に代表されるような古い技術や古い日本の経営体質は、必ずし

も「先進」「最先端」「ユニバーサル」ではなくなっています。 

地域の社会的経済の中心は欧米でも、アジアでも、社会的企業や NPO、協同組合など

の非営利セクターになっており、社会的連帯経済ともいえる分野がますます重要になっ

ています。日野市内でも、NPO や非営利団体が高齢者や障がい者の福祉事業を行ってい

ます。また、日本だけでなく欧米などでも、働きたいけれど働けずにいる若者の自立支

援、就労訓練などを非営利企業が運営することが多くなっています。こうした分野の起業

や雇用の創出支援や地域のコミュニティ企業を支援します。 

昨年、国会で全政党が賛成し、労働者協同組合法が成立しました。「協同労働」という



働き方は、「出資」「経営」「労働」のすべてを組合員である労働者自身が担います。 事業

に必要な資金は、みんなで出資し、経営にはみんなで参加し、事業を運営します。 

日本の労働者協同組合の法制化は「先進国」で一番遅い法制化でした。欧州では 30 年

以上前にできていて、お隣の韓国でも 10 年近く前にできました。いま、競争型社会のマ

イナス面を是正するためにも「協力・連帯」に基づいた非営利セクターや社会的経済の企

業体が世界的に注目されています。日野市においてもそうした企業活動を支援していき

たいと思います。

 

情報の問題を考える場合，送り手と受け手，情報の内容という面から考えるのが分かり

やすいかと思います。 

まず受け手の問題。受け手が情報を受け取る手段としてどのようなものを用意してい

るかという点で，皆さんも指摘されている情報格差の問題があります。SDGs でいえば，

「人や国の不平等をなくそう」に関わってくる問題です。一昔前はラジオ，テレビが主流

でしたが，現在ではインターネット，メール，SNS など，情報を取得する手段には様々

なものがあります。この 30 年で携帯電話，スマートフォンは多くの人に普及しましたが，

それらの手段を誰でも使いこなせるわけではありませんし，みんなが同じアプリケーシ

ョンを使っているわけでもありません。また，収入の低い世帯ほどインターネットの利用

率は低くなり，インターネット使用媒体所持数も抑えられているともいわれています。こ

うなってくると SDGs の「貧困をなくそう」にも関わってきますね。一刻も争う状況で

正確な情報を市民が受け取るためには，情報を受け取る手段の整備を充実させる必要が

あります。 

災害情報に限ってですが，日野市では，携帯電話を持つ市民に緊急時のメール配信を始

めています。気象庁で運用されている緊急地震速報のほか，津波警報，災害・避難情報を

お知らせします。日野市内及びその近隣に限定して一斉送信するメールで，一般のメール

と異なり，回線混雑の影響を受けずに無料で受信できます。また，J-ALLERT や避難勧

告・避難指示，緊急地震速報などの防災行政無線の放送内容を J:COM（ジェイコム）専

用端末で受診できるようになっています。さらに，防災情報を発信することを目的とし

て，ツイッターアカウントを開設しています。災害時にはこのツイッターアカウントでも

情報発信を行うとされていますが，フォローが必要です。その他，日野市 LINE 公式アカ

ウントで災害時などに情報を発信できるようにするため試験運用も行ったところです。

しかし，フェイスブックやインスタグラムなど，対応しきれていないものがまだまだあり



ますので，世の中の流れを見ながら，より多くの市民が災害情報を受け取れるように改善

していく必要があると思います。それと同時に，情報を受け取る手段を市民の全員にいき

わたらせることも今後の課題でしょう。例えばスマートフォンを取得する際に補助する

ことなどです。また，防災訓練の一環として，スマートフォンを始め，災害情報の受け取

り方の講習会を行うなども進めていく必要があると考えます。加えて，災害時に電力確保

（例えば電源車）といったことも必要になってくるかもしれません。 

次に送り手の問題。市はマスコミと異なり情報収集能力にたけているわけではありま

せん。これまでは，気象庁をはじめとした公的機関やテレビ・ラジオ等報道機関などが発

表する災害情報が主でした。しかし，最近では市民が SNS を活用し，時々刻々と変化す

る情報を数多く発信しており，被災現場やその近辺から発信される場合や，災害発生直

後，場合によっては災害発生前後の時間経過に合わせて発信されるなど，即時性を有する

貴重な情報源といえます。そこで，SNS により発信される情報を積極的に収集し，活用

することが迅速・適切な災害対応へつながると考えられます。 

しかし，SNS 情報には，デマや流言，誤報が含まれる場合もあること，そもそも SNS

では常時膨大な情報が発進されているため，これらの情報の中から適切・有用と考えられ

る情報を的確かつ効率的に抽出する必要があります。例えば，内閣官房 IT 室が提案する

SNS ダッシュボードの活用，ツイッターの投稿内容をリアルタイムに分析する対災害

SNS 情報分析システム（DISAANA）の活用も考えられます。また，情報の収集自体は簡

単なマニュアルなどにより誰でも作業が可能ですから，市内の地域，ボランティアの協力

体制を構築し，情報収集能力を高めることができると思います。他方で，情報の整理・分

析には防災知識，SNS 等の特性・知識，IT リテラシーがある程度高い必要がありますか

ら，市役所内で情報を整理できる体制を整えるとともに，民間企業の専門家と災害時応援

協定を締結するなどして情報の分析に力を入れていくとともに，市役所内の防災部門，広

報部門などで災害時にスムーズな情報収集・分析・発信をとれるような体制を作っていく

必要があると考えています。正確な情報を伝えることは，SDGs の「人や国の不平等をな

くそう」に関わるとともに，民間企業の専門家との協力などは「産業と技術革新の基盤を

つくろう」にも関わってくるのかもしれません。 

最後に，情報の内容。前述したように，SNS 情報には，時としてデマや流言，誤報が含

まれることがあります。一刻も争う災害状況でこのような情報が広まることを防止する

ため，送り手の市役所が正確な情報を市民に適切に届けることはもちろんですが，受け手

の市民の皆様が適切に情報を取捨選択できるよう，例えば小・中学校の授業，地域の防災

訓練などを通じて情報リテラシー教育を行っていく必要があると考えます。これらは，

SDGs の「質の高い教育をみんなに」に関わってくるでしょう。 

災害時には普段どおりに情報収集ができないかもしれません。想定外の事態が起こっ

ても焦らないよう，様々な手段を適切に使い分けられるように準備しておくとともに，そ

れらに対応した迅速・適切な情報発信体制を構築していきたいと考えます。



 

保育所の定員割れの解決策として子どもが増えるといのは一つの解決策だと思いま

す。しかし，定員とは，保育所で働く保育士の数に対する子どもの人数や保育所の面積な

どで決められる数字ですから，他にもいろいろな解決方法が考えられると思います。 

ところで，日野市は「子育てしたいまち・しやすいまち」をスローガンにこども・子育

て支援事業計画「ひのっ子すくすくプラン」「新！ひのっ子すくすくプラン」を策定し，

子育て支援を積極的に推進してきました。その結果，質問事項で指摘されるように待機児

童問題を大幅に改善してきました。また，在宅で子育てを行う家庭の支援にも手厚く対応

しており，日野市は子育て世代に人気のまちになっているとも聞いています。これまで力

を入れてきた保育事業をさらに充実させていきたいと思います。これらは，SDGs の「質

の高い教育をみんなに」に関連することですが，「質」という点に，すなわち「保育の質」

という面にも力を入れる必要があると考えます。 

厚生労働省によれば，「保育の質」とは，「子どもたちが心身ともに満たされ，豊かに生

きていくことを支える環境や経験」と定義されています。一元的に捉えることはできませ

んが，保育の質の向上を目指した取り組みとしては，保育活動の環境整備，保育士の労働

環境の改善，多様な保育のニーズへの対応などが考えられます。なかでも保育士の労働環

境の改善に力を入れるべきではないかと考えます。インターネットで保育士募集を探し

てみると，パート募集が意外に多いことが分かります。保育士は業務が多く，給料が安い

という職種といわれ，体力や気力が続かずに離職してしまう人も少なくありません。保育

士の業務を軽減し，待遇の向上を図る必要があります。子どもの成⾧・発達に関わります

から，保育士自身の日々の研鑽の必要もあるでしょう。たしかに日野市では保育所の開

設，定員増加といったハード面で待機児童問題を大幅改善してきましたが，保育の質を高

めていくためには保育士の労働環境を改善し，現場で培った専門的な力を保育園に蓄積

させていくなどのソフト面の充実が必要だと考えます。保育士の方々も SDGs への意識

を高めていると聞いています。これからの保育事業は，「保育の質」を高めることにより

力を入れていきたいと思います。 

さて，少子化対策は，それこそ難しい問題です。日本の合計特殊出生率は 1.4 と世界で

最も低い水準にあります。男女二人の間に子どもが一人しか生まれないのですから，必然

的に人口減少，少子化ということになります。少子化が進行する理由はさまざまあると思

いますが，核家族の世帯数が増加し，地域の関係性が希薄化している一方で，女性の社会

進出における共働き家庭の増加も原因の一つにあると考えます。子育て世代が仕事と育



児の両立を目指そうとしても，周囲に頼れる人がいないため，子どもを育てる環境が厳し

さを増しているのだと感じています。その点，日野市は産前から産後，生後すぐの育児や

子どもの成⾧に合わせて切れ目ないサポート体制を構築して子育て環境に力を入れてき

ました。これからも子育てサポートに力を入れていくことには変わり有りません。 

他方で，子育ての基盤となる住居環境については，日本の住宅政策が諸外国に比べ市場

を通じた持家獲得という市場主義に偏った傾向があるため，若者単身者や子育て世代の

高い家賃負担率の問題があると考えています。日野市だけで住宅政策を根本的に変える

ことには限界がありますが，子育て世代への家賃補助など子育ての基盤整備により少し

でも少子化解消につなげていけたらよいと思います。SDGs の「住み続けられるまちづく

り」につながっていくでしょう。また，少子化の背景にある未婚・晩婚の問題についても，

結婚応援イベントの開催，出会いの機会づくりのサポート，地域の企業・団体が主催する

独身男女の交流イベントへの助成などの地域交流，地域振興を通じた婚姻支援に取り組

むことができると考えます。 

 

多摩川と浅川の流れる日野市は，かつて「多摩の米蔵」といわれ，「緑と清流のまち」

として，自然環境保護に力を入れてきました。たしかに，土地区画整理事業などにより農

地が減っていますが，他方で，全国初の「農業基本条例」を制定し，援農ボランティアに

よる農業者支援や全小・中学校への学校給食地元野菜等提供事業など，農業者と市民の距

離の近い顔の見える「地産地消」を推進するなど，都市農業振興にも積極的に取り組んで

います。これらは，SDGs の「陸の豊かさも守ろう」「住み続けられるまちづくりを」に

関わってきますね。 

日野市では，1960 年代以降の人口急増で宅地造成が丘陵部などで進みました。それか

ら 50 年以上たち，丘陵部の住宅での高齢化，空き家の増加も目立ってきました。日野市

では現在，空き家の有効利用・有効活用を促していますが，効果的な土地利用を打ち出せ

ているとはいえません。南部の丘陵地を中心として東京都により急傾斜地崩壊危険箇所

に指定されている地域が 72 箇所ありますので，まずは丘陵地の防災対策を進めながら，

将来的には居住区域と自然環境を保護する区域を整理して，丘陵部の緑化を進めていく

ことも考えたいです。 

日野市の自然環境は，減少しているとはいえ水，緑が豊かです。市内の用水路は全⾧



116km あります。日野市内にはホタルが自生しているところもあります。数多くの昆虫

も生息しています。こうした豊かな自然を残そうと，日野市では市民参画のもとで 1995

年に環境基本条例が策定されました。住民と市職員が協働して環境保全に取り組んでき

ました。近年，宅地造成に伴い黒川清流公園の水路が白濁・枯渇するという問題も起きて

います。かつては飲料水，農業用水として利用されていた用水路も，環境教育の場として

の利用，用水路を基軸とした歴史的環境・文化資源の再生などが考えられるところです。

環境基本条例制定から 25 年経ち，改めて日野市の自然保護について市民参画のもとで

100 年後にも残る「緑と清流のまち」を考えていきたいと思います。皆さんのような若い

人たちとの協働で日野市の自然を守り，住み続けやすいまちづくりを目指していきたい

です。 

また，自然環境の在り方を考えるうえで，ごみ問題は避けて通れません。かつて多摩地

域でワーストワンであったごみ問題も，市民と市職員の協働により 1 年でゴミの量を半

減しました。日野市は現在，プラスチックごみの削減に積極的・先導的な取り組みを進め

るために「日野市プラスチック・スマート宣言」をしました。プラスチックごみゼロを積

極的に進めていくとともに，今後はごみゼロ社会を目指していくことが大切だと考えて

います。皆さんやもっと未来の子どもたちに日野市の豊かな自然，大地を継承していくた

めにも，すぐに取り掛かるべき課題といえます。皆さんと一緒に日野市ごみゼロ宣言をつ

くっていければと思います。

 

今回の市⾧選は元副市⾧等の逮捕を受け、日野市政の腐敗を正すという一大争点があ

ります。市民の皆様の納めた税金が元副市⾧をはじめとするごく一部の人の利害のため

に使われるような市政が⾧く続いてきたのではないかという疑惑が深まっているので

す。立場の違いを超えて腐敗はたださなければなりません。 

選挙は市民の皆様に市政の課題や問題を率直に語り、隠し事をしないことです。信無く

んば立たず。政治への信頼を取り戻すことがいま大事です。 



市政は市民の皆様のものであり、情報を公開し、市民の皆様と共有し、討論を重ね、議

会でもチェックを受けてつくるものです。その際に、憲法や地方自治法ヤシの条例等の法

令を遵守し市政を進め、市民の皆様に説明責任を果たすことが重要です。 

グローバル化の加速。国内外で貧富の格差が拡大。少子高齢化社会。様々な課題があり 

ます。市民の皆様の命と暮らしを守り、安心して暮らせる日野市になるよう努力します。 

日野市に暮らす市民の皆様から愛される日野のまちをつくっていきたいと思います 


