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補が乱立する横浜市長選

デスク
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そして今一つ注目すべき
は８月８日告示・ 日投開
票の横浜市長選である︒単

この欄では今月８日に出
馬表明した田中康夫氏の視

く︒元閣僚︑現職市長以外
にも︑公衆衛生学を専門と
座に焦点を絞る︒

年前︑

する元大学教師︑元特捜検
歳で長野県知事に当選︑

で９人が名乗りを上げてい
地方政治に新風を吹き込ん

脱ダム宣言や車座集会など

事︑元衆議院議員ら現時点

ている︒奇しくもオリンピ
る︒さすがに︑カジノ誘致

く

なる一首長選ではなくなっ
ック閉会式の日が告示日︑
だ行動する作家が︑今回な

政局的な意味合いも深

れてもおかしくはない︒

審判という役回りを担わさ

輪への都市住民による初の

にまで届くことを望みたい︒

のうねりが秋の衆院選本番

ナミズムを体現︑その民意

を掘り起こし︑政治のダイ

の選挙への関心が草の根票

時間ヤッシーと向き合った︒

しれない︒そんな思いで２

らの出口がそこにあるかも

にある﹁安倍・菅政治﹂か

勝算はあるのか︒閉塞状況

議時代から金城湯池を誇っ

てきた﹁菅王国﹂と言って

代に尺貫法を使っている﹂

いという︒メートル法の時

８４２人は待機児童ではな

宅で休職中の母親の子供２

児休暇を延長︑あるいは自

いう独自の定義を作り︑育

表しているが︑保留児童と

候補者の多彩さも目を引

らぐことになりかねない︒

基盤が選挙区の足元から揺

結果によっては菅氏の権力

も王国の亀裂は深刻だが︑

った︒このこと一つとって

立つ︑という分裂選挙とな

職市長・林文子氏の双方が

氏と︑前回菅氏が押した現

側近の前閣僚・小此木八郎

官だ︒僕はそういう行政官

に見極めるのがプロの行政

が望んでいるのが何かを常

らないかもしれない︒相手

けても相手はその時もうい

自分がしたいことを押し付

事︒
ボランティアと一緒で︑

んでもらってなんぼの仕

る︒サービスとは︑人に喜

横浜の表のイメージと︑実

友人たちと話をする中で︑

人︑横浜在住の大学時代の

ッフや出演を通じての知

リティーを担当︑番組スタ

前から音楽番組のパーソナ

﹁横浜エフエム放送で６年

市長選なのか？

あなたが︑なぜ今回は横浜

東京生まれで信州育ちの

態の職員がいたら︑人間の

人仕事で思考が冷温停止状

音色も変わる︒いわゆる役

いても︑指揮者が変われば

で︑同じ楽団員が演奏して

サートホールで︑同じ曲目

したい︒例えば︑同じコン

眠っている︒それを引き出

シャルと可能性があるのに

も最大級だ︒大きなポテン

たり︑待機児童は 人と発

弁﹄という弁当を売ってい

食がなく︑代わりに﹃ハマ

都市の中で唯一中学校の給

﹁例えば︑ ある政令指定

と思うことが積み重なった﹂

ジノ誘致だけでなく変だな

を感じるようになった︒カ

実感とのギャップ︑光と影

際に暮らしている人たちの

お この ぎ

も良い︒ところが今回菅氏

くつもあった︒政令市最大

﹁調べてみると︑問題はい

になりたい﹂

なければと思えてきた︒２

に︑この街のあり方を変え

﹁皆で議論しているうち

えきれていない？

やってきた﹂

じている︒それを長野でも

う音色を出せる︑と僕は信

福祉とか学校授業で全く違

に暮らしている聴衆でも︑

返すが︑同じ楽団で︑そこ

体温に戻してあげる︒繰り

０００年の長野県知事選の

現市政はそのニーズに応

災害警戒区域に指定されて

時も︑県政の立て直しを望

に︑実は住民税も一番高い

れの街といわれてきたの

致なのか︒住みたい街︑憧

めているのになぜカジノ誘

さんが教育環境の充実を求

ころから始まった︒市内に

いいんでしょうかというと

馬した︒横浜でも︑これで

政治経験がなかった僕は出

む県民の声なき声に応え︑

半数を大きく上回る方がノ

る︒あらゆる調査で常に過

ンサスはすでに取れてい

けないという市民のコンセ

﹁横浜にカジノ・ＩＲは設

カジノは可能性の外？

ーと言っている︒市議会で
再実施は必要ない︒そもそ

日に︑住民票を移した﹂

も︑人口が減少するとか︑

﹁僕は︑行政の仕事は︑超

に開かれた街だ︒政令市で

﹁横浜は日本で最初に世界

一度否決された住民投票の
お代を先に頂戴する総合サ

何をどう変える？
ービス産業だと思ってい

少子・超高齢社会における︑

らしい︑とかだ﹂

家を借り︑４月 日の誕生

家は２割近い 万戸︒土砂

万人が一人暮らし︒空き

７９戸もの家がある︒親御

以上の高齢者 万人のうち

16

20

いる市街化区域に７万３４

保健所は１カ所だけ︒ 歳

の３７８万人の人口なのに

カジノをやめ統合型レスキュー拠点を

い︒横浜と言えば菅氏が市

65

週番Ｄ

日本の閉塞感を変える触媒役に
ＤＴＰ
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︱

めた観がある︒

元長野県知事で作家︑真っ当さを失う政治と社会へ
の﹁しなやかな諫言﹂を本誌に寄稿してきた田中康夫
氏が︑横浜市長選に出馬表明した︒カジノ以外にも現
代の諸問題が集中する大都市であり︑菅首相のお膝元
である横浜の動向は︑全国に影響を与えること必至︒
︒
田中氏は何を構 想 し ︑ ど う 実 行 す る の か
治の停滞は民意の注
でもめる︑予算規模３・９

過日の都議選結果では自
を挙げたのか︒何をしよう

パラリンピック開会式前々

入︑つまり選挙によ
いう全国最大級の政令指定

ぜ 歳にしてこの勝負に手

民党の一人負け︑
立憲民主・
せだ︒菅義偉政権が無理を
としているのか︒果たして

日が投票日という巡り合わ

って活性化されうる︒ここ
共産両党を軸にした野党共
都市トップの座である︒こ

兆円︑職員数４・３万人と

にきてようやく︑この民主
重ねた無観客・強行開催五

政

21
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く︑本当に地域の活力とな

デスク

るものだ︒
提案する議員も︑

町田インターに隣接してい
浜で実現する﹂
﹁哲学者の浅田彰との対談

横浜市民の潜在力は？

て︑予算措置も可能だ﹂

人は私的な時間に公的な存在になる

エム放送会長としてあなた

があるが︑一方で横浜エフ

此木家とは先代から深い縁

くかが注目されている︒小

者︒今回の選挙でも誰につ

のドン﹂とも呼ばれる実力

藤木氏といえば︑
﹁ ハマ

して似てる﹂

見で︑この点は僕と期せず

協会の藤木幸夫前会長の意

う︑というのが︑横浜港運

カジノの場所じゃないだろ

多さからすると︑保健師や

﹁先述した高齢独居世帯の

う行政だ﹂

ービス業で市民を護り︑救

代を先に頂戴した本来のサ

ることを提案している︒お

ッド・レスキュー﹄を設け

拠点︑
﹃ インテグレイティ

救急・医療・保健の統合型

従来型発想を取らず︑
消防・

ション群を建てるといった

いるが︑僕は︑ここにマン

るとの案はすでに破綻して

土地だ︒テーマパークにす

横浜スタジアム向かいの旧

ナンス︵統治︶を再構築し︑

ライアンス︵手続き︶
︑ガバ

広葉樹や竹を植えたミニ公

る︒空き家率２割を活用︑

早期対応の基本に立ち返

る︒
コロナ対応は早期検査・

町村中唯一の詭弁を解消す

児童という全国１７４７市

を設ける︒待機児童︑保留

ったように
﹃地域食材の日﹄

導入︑小学校には長野でや

﹁中学校へ真っ当な給食を

た︒既存政党の集票マシー

モンズ支援金﹄を予算化し

の取り組みを支援する﹃コ

少額ながらも町村長や地域

と行政は同じかもしれない﹂

の僕の恋愛とボランティア

と︒その意味で︑これまで

街と人に潤滑油を与えるこ

の改善︑心地よさの追求︒

デーション︵暮らし向き︶

モノ行政とは異なるアコモ

ねばいけない︒それはハコ

時に︑
次にできることもやら

﹁今日からできることと同

うで︑
﹁ 後で納税者が過去

質には︑呆れ果てていたよ

言うらしい﹂

と︑
﹃ 非 社 交 的 社 交 性 ﹄と

がら語り合う︒浅田による

か︑などとビールを飲みな

る愚痴や批判に留まらず︑

える︑という︒政治に対す

最もパブリックなことを考

帰宅しプライベートな時に

保身という動きをするが︑

な時に最もプライベートな

勤務時間というパブリック

によると︑
人間というのは︑

たことに共感した︒カント

ントの言葉として語ってい

で︑彼がエマニュエル・カ

ともつながりがある︒サン
民生委員の方々がどれだけ
市庁舎を僅か７７００万円

命よりもカネの力の方が大

園︑地域住民菜園化で防火
での車の両輪を目指した

﹁首長と議会は︑真の意味
を 分早めるべきじゃない

に通うスクールバスの時間

か︑子供たちが隣町の高校

今年の夏祭りはどうやる

帯の役目も果たす︒コンプ
い︒
長野県知事時代の後半︑

き べん

とう

デー毎日︵２０１８年９月
身を粉にして踏ん張られて
で売却する案件も見直す﹂

事だという不条理を日本政

ま

９日号︶でも対談し﹁カジ
も︑とてもかなわない︒保

それをあなたが示した？

の取り組みを提起︒

ノは街を滅ぼす﹂で一致︑
健所も統廃合を重ねた結果

﹁田中康夫はメディアム

とど

あなたも﹁イデオロギーを

モをするわけでもない︒じ

ティア︑町内会に参加︑カ

所を求め︑ＮＰＯやボラン

その時に初めて自分の居場

所もない︒
無所属の時間だ︒

なくなったが︑家には居場

なくなった︒残業や宴会も

会社を辞めたら年賀状が来

た政治は消費者という人間

今の政党︑
組合や団体を向い

のが現状だ︒与野党含めて

誰もほとんど示せていない

どのように創り直すのか︑

はなくて︑
どのように護り︑

方を問うたり︑問うだけで

はない︒政治や社会のあり

取っていく︒ある意味メデ

僕が発信︑実行し︑責任を

限が与えられる︒その中で

そこに首長としての執行権

社会運動に参加すること︶
︑

アンガージュマン
︵知識人が

て︑
市民活動家として政治に

です︒僕自身が物書きとし

︵触媒︶
のような能動的存在

落寸前だった︒外部委員で

た長野県は財政再建団体転

帳簿は焼いたと居直ってい

五輪の宴の後︒五輪招致の

は︑１９９８年の冬季長野

県知事に当選の２０００年

﹁五輪には縁がある︒長野

げたいくらいだ﹂

﹃逆ノーベル平和賞﹄をあ

た︑歴史的なイベントだ︒

府とＩＯＣが全世界に広め

な感想を抱いたことであ

る布石ではないかとの失礼

いずれ野党陣営で一本化す

氏出馬の報を耳にした際︑

けるべきことがある︒田中

ここで私としては打ち明

アップされた形だ︒

の重要性が改めてクローズ

五輪の公的検証︑記録作り

い行政は最悪だ﹂
と述べた︒

に何が起きたか確認できな

まも

超越した国士と呼びうる俊

ゃ無関心かといえばそうで

議会対策は？

間﹄
というエッセイもある︒

﹁城山三郎の﹃無所属の時

ントがいうところの﹃プラ
に根差していないんじゃな

ィアの役割をも兼ねている﹂

で既にやっていたことが︑

不明金や過剰接待︑違法な

から事情を聞き出し︑使途

帳簿の一部や資料︑関係者

り︑県有施設内で見付けた

﹃長野県﹄調査委員会を作

た︒その後に他候補とすり

として私は立候補表明し

﹁ ウルトラ無党派層の一人

た︒
これに対し田中氏曰く︑

明会見でも同様な質問が出

たのである︒８日の出馬表

る︒田中氏の本気度を疑っ

うたげ

イベートな時に最もパブリ
いかと皆気付き始めている﹂

﹁田中康夫は︑自分も一人

良い意味でバンドワゴンの

割り当て寄付︑不自然な複

街にも︑もちろん横浜にも

いろんなことに気付き始め

の消費者として真っ当な費

ようにシンクロして︑日本

数口座の利用や入出金管理︑

合わせをしたなら︑それは

いて︑
カジノがきっかけで︑

た︒目の前を見たら︑給食

用対効果というパフォーマ

感を変える契機になる︒そ

全体の疲弊した制度や閉塞

虚偽の監査報告などの実態

開かれた談合になる︒民主

所も一つしかない︑なのに

い︑独居老人もいる︑保健

氏の意気地を感じるととも

は首相のお膝元︑自民党が

必要となるかもしれない﹂

に︑彼は勝ちに来ていると

なぜカジノなのか⁝⁝と﹂

田中氏は︑安倍・菅政治

いうことを実感したことも

五輪についても聞きたい︒
﹁
﹃ Ｔｏｋｙｏインパール

については多くを語らなか

いくつにも割れて液状化し

２０２１﹄とも呼ばれる今

った︒ただ︑両政権の記録︑

既成政党受け皿ならず？

回の五輪は︑まさに﹃おも

この決然たる口調に田中
くことは︑単に首相の座が

てなし﹄で︑表がない︒裏

いわ

もない︑保留児童もいっぱ

ンスを重視する人間だ︒今

ういう触媒役を果たせたら

を詳細に調査︑県民に報告

主義のあり方ではない﹂

どうなるとか︑そういうち

たメルトダウンだ︒そこが

党の勝利と捉えるのは浅薄

っちゃな政局の話で終わら

目に見える形で変わってい

だ︒今の世の中︑政治への

付け加えておきたい︒

の都議選を与党の惨敗・野

絶望は深い︒けれどもフラ

公文書の管理を軽んじる体

週番Ｄ

ばっかりってことだ︒人の

ＤＴＰ

ない︒全国の小さな自治体
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担当

ンスやイタリアのようにデ

﹁４月の国政３補選︑今回

デスク

へいそく

回の選挙も︑政局論として

本望だと思う﹂

した︒今回も同様な調査が

命よりカネが大事という不条理な五輪

ック﹄な人たちになる︒そ

10

22
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緩急あればお手伝いに出か
予算提出権を持つ首長も厳

ンになるようなものではな

けることもできる︒行政サ
しく問われる︒そうした市

る︒災害列島の日本︑一旦

にしかない︒
このある意味︑
ービスのあり方や意識を変

市内に一カ所︑市庁舎の中
骨粗 鬆 症のような惨状の
えることだ︒幸い横浜には

豪だ﹂と評価している︒
﹁番組を担当する前から大
医療︑保健体制の抜本的改

財政赤字だからカジノだと
いうなら全自治体が作らね
変に親しい︒だが︑カジノ
善を図る︒市内を縦断する

こ つ そ しよう

ばならなくなる﹂
という藤木氏の主張だけが

に反対しコロナに打ち克つ

カジノではなく何を？

議会議員提案の予算枠を横

﹁内陸部に上瀬谷という︑

経験豊富なスタッフがい

が︑山下公園だ︒隣接する

国道 号︑東名高速の横浜

丘の上は文教地区で︑歴史
在日米軍の通信施設跡地が

今回の争点ではない﹂

か

５千人も亡くなっており︑

﹁横浜は関東大震災で２万
が れき

のある女学校も数多い︒鎮
ある︒東京ドーム 個分の

その瓦礫を埋めて作ったの

魂の場︑
教育の場であって︑
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くらしげ・あつろう 1953年、東京都生まれ。78年東京大教
育学部卒、毎日新聞入社、水戸、青森支局、整理、政治、経
済部。2004年政治部長、11年論説委員長、13年専門編集委員
2021.8.1
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ういう人たちが︑今どこの

田中康夫 独占インタビュー120分
なぜ僕は横浜市長選に挑むのか！
ニュース
最前線
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