対談 鎌仲ひとみ×稲村和美

持続可能な社会へ
シフトチェンジを
SPECIAL TALK

タイトルに
込めた つの視点

じています︒
鎌仲 この映画の大切なテー
マは﹁エネルギ ー・シフト ﹂
なんです︒既に 基もあるの
に︑みんな﹁原発を作るのは
仕方ない﹂と思っている︒その
流れをどう変えていくかです
ね︒原発に頼らない︑総合的
で長期的な考え方のできる情
報︑視点を提示できたらいい
なと思っています︒
今回取材したスウェーデン
では︑本気でやらなければ子
どもや孫たちが生きていく上
で大変な危ない事態になる︑
生活の質がだめになっていく
という意識を国民が共有して
います︒日本は﹁電力会社が
電気を作ってくれるから︑自
分 たち は 使 えれ ば それでい
い﹂と︒

自分たちの意思で
社会が変わる
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稲村 ﹁自分たちにもかかわ
る問題なんだ﹂というリアリ
ティを︑どうやって伝えたり
共有したりできるのかという
のが︑やはり大きな課題です
ね︒鎌仲さんは映画という効
果的なツールを持っていて羨
ましいと思います︒
鎌 仲 これ を︑
﹁ 道 具 ﹂と し
て使ってもらいたいわけです︒
私たちが寄って立つ構造やシ
ステムが否応なくこんな状況
になっている︒
﹁じゃあ︑この
システムは 誰が作ったの？﹂
と見ていくと︑誰かがつくっ
たのかもしれないけど︑それ
を支え続けているのは︑例え
ば私たちが電力会社に対し
てただお金を払い続けている
こと︑その問題に対して興味
を持たないこと︒
﹁他のものが
いい﹂
﹁こういうのは嫌だ﹂と
思ったときに︑その﹁支えてい
る自分﹂に気づいて︑じゃあ
具体的にどういう行動ができ
るのだろう︑と︒
﹁何ができる
んですか？﹂という問いに対

写真提供：MAKE the
RULEキャンペーン

「みどりの未来」
も全国各地のアクションに積極的に参加、
各地の
「ひと文字」
をつなげてアピール文をつくりました。
※12月16日熊本が
『Ｕ』
をつくり完成しました。
WEBをご覧ください

2

稲 村 新 作 映 画の編 集でお
忙しい中︑お時間をとってい
ただいてありがとうございま
す︒
鎌仲 上関原発の祝島での取
材を続けながら︑同時並行で
編集しているんです︒
稲村 映画のタイトルの﹁ミ
ツバチの羽音と地球の回転﹂
︑
これはどういう想いを込めら
れたんですか︒
鎌仲 ミツバチというのは花
をまったく壊さずに蜜を採っ
ていき︑花は受粉します︒自
然と人間も︑そうした関係で
なくちゃいけないと思ってい
ます︒自然と共生するライフ
スタイルを実践する存在に︑
自らなることが大事だと思う
んです︒蜜ももらうけれども︑
受粉もする︒そういう関係性
は︑今私たちの生きている社
会や 文 明のあ り 方 とは 逆 な
んですよね︒経済成長の根本
に︑環境破壊や第三世界から
の搾取があるわけです︒です
から︑
﹁自分自身を持続可能
な存在に変えていくこと﹂と︑
地球全体を見る視点との両
方を持つ映画にしたかったん
です︒
﹁これからは︑そうでな
くちゃね﹂といった提案をし
たくて︑こういうタイトルに
しました︒
稲村 ﹁環境を守ろう﹂と言
うと︑
﹁いろんなことを我慢
しないといけない﹂
﹁利便性
が失われる﹂といった︑ネガ
ティブな反応がまだ根強いで
すよね︒でも今〝みどり〟と
いうキーワードのもとに集っ
ている私たちは︑
﹁自然と共
生 する 生 き 方って︑ 実 は 私
たちにとってもいいことじゃ
ない？﹂
﹁自然を貪り蹂躙し
てきて︑同時に私たち自身も
いろんなものを失ってきたん
じゃない？﹂
︑そのことをもっ
とうまく伝えていきたいと感

YES TO ー30%! NO TO NUKES

アクション 全国23ヶ所で開催
12.12 STOP温暖化！ 世界同日
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エコでピースな、みどりの未来へ ～新しい選択肢「緑の党」を一緒につくりませんか？

「みどりの未来」は、世界の緑の党が掲げる「みどりの政治理念」（エコロジカルな知恵／社会正義／参加型民主主義／非暴力／持続可能性／多様性の尊重）に基づき、みどりの政党の結成をめざします。
全国各地の NGO・NPO・市民団体・市民運動と連携しながら、持続可能な福祉社会を実現します。

自然と寄り添う形で生きていく文明、社会のあり方に、
エネルギーだけではなく社会全体でシフトしていか
鎌仲ひとみ（映像作家）
ないと、
もうもたない。
“みどり”につながる人たちは、
「自然と共生する生き
方って、実は私たちにとってもいいことじゃない？」
稲村和美（みどりの未来共同代表・兵庫県議会議員）
と感じ始めている。

U

する﹁受け皿﹂を︑ぜひ﹁みど
りの未来﹂につくっていただ
きたいです︒
稲村 まず第一歩は﹁知って
もらうこと﹂ですよね︒でも
それ と 同 時に︑ その 問 題に
気づいたら﹁こんな道がある﹂
﹁こんな 方 法がある ﹂という
ことがセットで提示されてい
ないと︑みんな思わず目をそ
むけてしまうんです︒問題を
分かれば分かるほど当然︑及
び腰になることもあるんです
よね︒私は決して︑悲観はし
ていません︒そうしていろん
なことを知り︑感じた人たち
から﹁じゃあ自分たちのライ
フスタイルで︑できることか
ら変えていこう﹂という動き
は確実にあるし︑ひとつずつ
具体的な選択肢︑チャレンジ
の紹介などもされるようにな
りました︒ナマケモノ倶楽部
の辻信一さんなども頑張って
います︒
そして 自 分が ライフスタ
イルを変えていくことと同時
に︑誰しもが与えられた︑長
い歴史の中でやっと勝ち得た
﹁一票 を 投じる ﹂という 選 択
権をほったらかしにするなん
て︑何てもったいないんだろ
う︑と思うんですよね︒

に関心の高いヨーロッパでは、
各国でふたけたに

が、
新党には参加できるんですよね」
と紋次郎は言

近い得票率を得ている。
一番強いのはドイツで、
先

う。
ボクは議員在職中、
欠かさず彼が中心になって

年左派連立政権には加わって与党になった。
現在

のメルケル”大連立”政権では、
再び野に下って、 ので、
その姿勢が買われたのだろう。
ボクはその紙
いた
「公共事業チェック議員の会」
に出席していた

ボクにそっと一枚の紙を渡した。
そこには「みどり

だに緑の党に議席を与えたことがないことだ。
こ

の会議」
という新政党の設立要旨が書いてあった。

などの野党を応援し、
環境問題を解決に向わせる

ると弱いのは、
アジアやアフリカである。
人間が地

方が、
効果があると考えた。
のちに再会した時、
ボ

らの地域で、
緑の党が少ないのは、
ある程度理解

先日娘一家がカナダへ来て、
女房がコロンビア

できる。
ただしニッポン国は、
世界第2の経済大国

大氷河へ案内した。
帰って来た女房は
（過去38年

である。
その国の端から端まで探しても、
緑の党の

間に十数回行っている）
、
氷河が余りにも後退して

議席は見つからない。
議席ばかりでなく、
インター

いるのに驚愕していた。
地球温暖化や汚染は、
着

ネットを開いても、
ほとんどアクセスするところが

実に進んでいる。
民主党のマニフェストにも掲げら

ない。
他の先進国の「グリーン・パーティー」
もしく

れている。
ただすぐに国民の人気につながらない

は
「グリーンズ」
を検索してごらんなさい。
ポリシー

ので、
どのくらい推進できるか。
高速道路無料化な

や運動、
更にドネイション
（寄附）
など、
クリックすれ

どは人気になろうが、
逆に汚染や温暖化につなが

大企業は不親切だ。
一人一人の個人が、
子孫のた

を設計するものだとすれば、
答は明確に出ている。

めに浄財を寄附して成り立つ運動である。

週刊現代
（2009年9月19/26日号）
“今週の遺言”(第45回)より、

続可能な社会と暮らしの

球環境に心を配るのは、
「衣食足りて礼節を知る」 クは中村君に
「あと５年若かったらイエスと言った

と思う」
と言った。
みどりの会議は次の選挙で議席

の話である。
生活水準が低く、
政治も不安定なこれ

を失い、
中村君は政界引退、
運動は挫折した。

持 あり方とは。私たちの今

の格言通り、
生活のレベルがある程度確保できて

ばすべてが通じ、
誰でも参加できる。
緑の運動に、 り兼ねない。
地球は限界に来ている。
政治が未来

2010年5月い
よいよ公開

が行えないと言っても過言ではない。
それに比べ

鎌仲ひとみ監督 最新作

としていた。
それより野に下って、
民主、
社民、
共産

「六ヶ所村ラプソディー」につづく長編ドキュメンタリー映画

ニュージーランドとも、
緑の声を無視しては、
政治

ところです︒
最 後に︑
﹁み ど りの 未 来 ﹂
にアドバイスをお願いできま
すか︒

んな国は先進国では例外的である。
環境問題に特 「巨泉さんは比例代表なので他党には移れない

世界を変えるのは
地域を変えること

員食堂で、
紋次郎こと中村敦夫君と同席した。
彼は

というところなのだ。
一番未成熟なところは、
いま

てくるし︑みんなも参加しや
すいんじゃないかな︒
﹁みどりの未来﹂が︑地域の
中で政 治 と普 通の人が触れ
合う︑カフェみたいな場所を
つくっていくことも重要なん
じゃないかなと思うんですね︒
子連れで来られるような
﹁場﹂
が︒
﹁み どりの未 来 ﹂が開 く
カフェは︑政治への敷居を下
げると思います︒本当に具体
的に地域に寄与したい︑変え
たい︑良くしたいと思う人が
政治家になってあたり前なん
ですから︒
﹁稲村さんがやって
いるんだったら︑私にもでき
るかもしれない﹂と︒
稲村 そうですよね︒今日は
ありがとうございました︒映
画の完成︑
楽しみにしています︒

する数日前のこと、
2002年の１月末であった。
議

た日本の民主主義は、
まだまだやっと中学生

鎌仲 ﹁世界を変えることは
できない﹂とみんな思いこんで
いるし︑茶色の世界をオセロ
のよ うにいっぺんに100 ％
〝みどり〟にすることはできな
い︒でも︑それぞれの地域に
住んでいる人たちが同時多発
的に︑自分の根ざしている暮
らしを〝みどり〟にしていく
ことで変われる︒世界を変え
るのは地域を変えることだと
思えば︑もっと具体的になっ

大橋巨泉

原発建設に翻弄される山口県祝島の現状を語る鎌仲監督

編集部・筆者の了解を得て一部転載させていただきました。

ルールはみんな︑こんなにき
ちんと守るんだ！と感動した
んです︒不便でプライバシー
もない︑エネルギーはもちろ
ん︑ないない尽くしの中で︑す
ごく貴重な体験をさせてもら
いました︒非常事態でないと
きでも︑この手応えを感じら
れるような社会にしたいと思
いました︒
そんな手応えや課題を知
らなかったころには戻れなく
なってしまって︑OL を経て︑
いまは兵庫県議をやっている
というわけです︒

緑の党の議席のない国に未来なんてないも同然だ

が決定づける未来。
もうひとつ
の選択から立ちあがる未来の
イメージ。
新しいエネルギーを
模索する人々は地域で格闘し
ている。
そんな人々との出会い
を求めてカメラはスウェーデン
と日本の山口県祝島へ。
その
営みの中に未来へのヒント・希
望を探る。
社会をシフトする人
間のエネルギーやネットワー
クが生み出されようとしている
その瞬間を記録し、
発信するド
キュメンタリー映画である。

今でも忘れられない。
ボクが参議院議員を辞職

上居た民主党でも出来ないのに、
たった二人で何

その支持者の声は無視できなくなっている。

余程一緒にやろうかと思った。
しかし100人以

欧州議会にも進出しており、
各国とも緑の党及び

を預った。
いわゆる
脱原発やCO2削減に力をそそいでいる。

シフトチェンジへ

民主圧勝もいいが

具体的提案を
鎌仲 稲村さんの政治との出
会いの原点は大震災だったん
だ︒私も避難所で︑
アレルギー
食を配るボランティアをやっ
ていたんですよ︒
現実の日本の政治を動かし
ているのは︑
﹁ お 金 ﹂だ と思
うんです︒経済界が政治家に
一番影響力を持っていて︑国
民のためというよりも︑日本
の経済を動かすためにやって
いることの方が今までずっと
大きかった︒だから︑経済と

政治が合体しているのをひと
つひとつ引き離していかない
といけないんです︒中国電力
が上関原発を建てることで儲
かる︑すると雇用が生まれ税
収が増え︑自治体はその税金
や寄付金︑電源立地交付金と
いう 特 別 な 税 金 を 国からも
らえる︒
﹁原発を建ててくだ
さい﹂と言っているのはそうい
うわけです︒だから反対を訴
えるときは︑
﹁原発よりもっ
といいものがある﹂と︑もう
ひとつの具体的な案を提示し
ないといけません︒
稲 村 ヨーロッパな どで は︑
政府が別の道への誘導をかけ
ていますよね︒
鎌仲 そう︒ドイツでは価格
も 提 示して風 力 発 電の電 気
を優先的に買うよう促してい
て︑会社や市民セクターに風
力 発 電 所 を 建てよ う という
流れができています︒確実に
返ってくると保証されている
から︑投資が動くわけですね︒
そこで得た税収を︑今まで短
期雇用や派遣だった労働者を
終身雇用にするための社会保
険税を補助する予算に充てる
ことで︑合わせて100 万人
近い人が雇用を得たんですね︒
たったひとつの制度を創出し
ただけで︒それが目に見える
と︑国民は﹁よかった﹂と思う
わけです︒
﹁バック・キャスティング﹂
という考え方がありますよね︒
今の日本で 基ある原発をす
ぐにゼロにするのは無理です
けど︑でも新しいものは建て
ない︑古い原発は徐々に廃炉
にし︑その分の電気を使わな
い︑あるいは自然エネルギー
でやっていく方法を︑段階的
に考えていくんです︒
稲村 めざすところは一緒で
すね︒私たちも﹁一歩一歩こう
した選択を積み重ねていけば︑
遠くにあった目標に近づいて
いくことにつながるんだ﹂と
いうことを︑政策的にどう表
現しようか知恵を絞っている

半

世紀も経って、
ようやく政権交代を為しとげ

PICK UP

避難所での
貴重な経験
8

映像作家。
大学卒業と同
時にドキュメンタリー映
画制作の現場へ。フリー
の映像作家。テレビ番
組を多数監督。
「ヒバク
シャー世界の終わりに」
では受賞多数。
「六ヶ
所村ラプソディー」は
650ヶ所で上映され、
今
も上映展開中。
みどりの未来共同代表。
1972年 生まれ。神 戸
大学法学部卒。同大学
院修士課程修了。震災
で市民派市議と出会い、
尼崎市議会会派スタッ
フ。証券会社勤務（98
〜 02年）
。尼崎市長選
挙スタッフを経て兵庫県
議
（03年〜）
。４歳の娘、
夫との３人暮らし。

鎌仲ひとみ
稲村和美

月の衆議院選挙は︑
鎌仲
投票率は何％だったのかしら︒
稲村 高いと言われています
が ％でした︒自治体選挙に
至っては︑さらにものすごく
低いんです︒忙しい人だって︑
お 金のある なしに関 係 な く
一票を持っているわけですか
ら︑それを使うことで世の中
がもっと変えられる︑自分た
ちが望む仕組みを自分たち
がつくれると実感できること
が大切ですよね︒もちろん政
治は万能ではないし︑すべて
を解決するわけではありませ
ん︒政治がもたらしているマ
イナスも大きいけれども︑逆
にこれをプラスに使ったとき
の威力も決して小さくはない
んです︒それと︑
﹁自分たちの
意思で何かが変わる﹂という
手応えを感じる体験が︑あま
りにも少ないですよね︒
私は神戸の大学に通ってい
るときに阪 神淡 路 大震災が
あったんです︒ライフライン
も何もかも全部止まってみん
なが協力せざるを得ない︒避
難所では︑自分たちが決めた
69

「緑」
が強いのはオセアニアで、
オーストラリア、 が出来るのか。
ボクは2ヵ月足らずで68歳になろう

2
Greens Japan News Letter MIDORI STYLE

55

3

Greens Japan News Letter MIDORI STYLE

TOPIC

2011年統一自治体選挙

住民自治力アップへ

みどりの自治体議員になろう！
1回

第

「私は、こうして自治体議員になった」

視界は不透明ですが、政権交代によって国政が大きく変わる可能性が開けています。しかし住民自治力がアップしな
ければ、古い体質の政治の一掃も、新しい持続可能な福祉社会への前進も不十分なものになってしまいかねません。
今こそ持続可能性と自治力のアップを本気で進めようとする「みどりの自治体議員」の躍進が求められています。
2011年は統一自治体選挙。新人立候補者のための企画を4回にわたって連載します。

新人議員からのメッセージ
補者募集中！
みどりの立候

市民派選挙の
ノウハウを
すべて教えます!

自治体議員選
挙を中心に、
み
どり の 自 治 体
議員になろうと
する 立 候 補 者
を募集します。

市民派選挙の蓄積されたノウハ
ウをすべて教えます。
当選した議員の選挙スタイ

せた丁寧なアドバイスも提供し
ます。
関東地域と関西地域はス
クールの開催を予定しています。
その他の地域でも出前講座や
通信講座を計画しています。
4月以降に開校の予定で、
受
講料・講座内容などの詳細は2
月ごろにホームページでお知ら
せします。
申し込み、
問い合わせ
は、
みどりの未来・事務局まで。

歳

静岡市議に2009年3月当選

25

すぐろ奈緒

30 歳

東京都杉並区議に2007年4月当選

2

26

やりがいを感じています︒現場に出向いて調査をし︑
資
料を収集し︑区民の方々と協力して質問を作成するこ
とで︑様々な社会のしくみを知ることができます︒
もちろんすぐに結果に結びつくことばかりではあり
ません︒現在はみどりの仲間が少ないために︑大きな
政党や会派の意見につぶされてしまうことも多々あり
ます︒だからこそ︑
同じ志の仲間を増やしたいと思って
います︒
また︑みどりの政治をめざす人々のネットワークが
日本中︑世界中に広がっています︒常に情報を共有し︑
発信していくことで︑グローバルな視点を持ちながら
足元の活動に取り組むことができる︒それが︑
みどりの
議員の醍醐味です︒
頭の固いおじいさま議員はさようなら︒持続可能な
社会をつくるために︑既成政党に属さない若い世代が
議会に入り︑新しい風を吹き込む必要があります︒生
活と政治の場をつなぐ架け橋となる議員という仕事
をぜひ一緒にやりましょう︒

験学習、
立候補者の状況に合わ

宮沢けいすけ 31

私は特別優秀な人間でもないし︑親が金持ちや議員
でもない︒選挙に出ると決めたときの貯金も 万円し
かなかった︒それまで誰かの秘書をしたことも無いので
選挙の方法もわからない︒
人脈は大学や友人︑
以前の会
社の同僚だった︒出ると決めてから松谷氏︵現静岡市
議︶を初めとする人脈やカンパのお金も集まった︒
今︑この職業について ヶ月︒毎日やり甲斐と生き
甲斐を感じながら楽しく政治という仕事をさせても
らっている︒
一番大事なことは﹁何かしたいという﹂先のビジョン
と行動力である︒
ぜひ︑
熱い心を持つ貴方も職業の選択
肢に政治家を加えてみてはどうだろうか︒ちなみに若
い人の当選確率は ％︒ 万人から
人しか
採用しない大企業に就職できる確率よりも高く︑もし
かしたら大企業よりも大きな夢を実現できるかもし
れない︒
また︑私は選挙に出て﹁得るモノは有っても︑失うモ
ノは無い﹂と考えていた︒それは人生で最も大切な人
脈と経験という糧を得る事が出来るからである︒

ルや方法、
自治体議員選挙の体

18

頭の固いおじいさま議員はさようなら
﹁ Think Globally Act Locally!
﹂私たちにできる
ことを身近なところから！
世界でおこる戦争や環境破壊などをなくしたいと
活動していたとき︑社会のあり方や方向性を決定する
﹁政治﹂というものが切り離せないことに気づきまし
た︒それならいっそその﹁政治の世界﹂へ飛び込んでし
まおう！と一歩飛び出してみたのが 年半前です︒
実際に議員になってみて︑私が指摘した問題が改善
されたり︑提案したことが実現されたりしたときは︑

2011年の統一

得るモノは有っても、失うモノは無い
歳から 歳まで仕事をしてお金を貯めては︑海外
や日本の離島で生活をしていた︒その頃︑環境破壊が
急激に進む姿を目の当たりにした︒ 歳で地元静岡の
夜学の大学に入り︑仕事をしながら経済や環境政策に
ついて学ぶ︒
学び考える事は非常に重要だが︑
それだけ
では問題解決にならないと感じていた︒そんな時﹁市
政に出てみたらどうだ﹂と聞かれた事がきっかけで︑
政
治という職業を選択肢に考え︑立候補を決意し︑突如
選挙に出馬した︒

選挙必勝の
バックアップスクール
開校します。

80

8

7

1
0
0
0

5

新人議員・選挙アンケート「私の選挙は、
こんな感じでした」

VOTEGREEN
みどりの選挙

会員・サポーターの選挙情報
結果

10/4 京都府長岡京市議選
尾崎百合子さん
（現職）
……… 当選
10/11山形県鶴岡市長選
草島進一さん
（前市議）
……… 残念
11/15 和歌山県紀の川市議選
遠藤 守さん
（現職）
… ……… 残念

予定

2010年1/19～2/24
鳥取県琴浦町議選
高塚 勝さん
（現職）

すぐろ奈緒

川口けいすけ

鬼木のぞみ

武藤くによし

自治体

有権者

すぐろ奈緒

東京都杉並区

44万

２年半前

5名

川口けいすけ

埼玉県川口市

26万

４年前

鬼木のぞみ

岡山県岡山市

53万

武藤くによし

千葉県印西市

宮沢けいすけ

宮沢けいすけ

決意時期 スタッフ 活動資金

片山かおる

田中淳司

高濱こうた

個々訪問

チラシ

演説

得票数

順位 / 定数

200万

1,500軒

１万枚

75回

4,308票

６位 / 48人

3名

200万

1,500軒

15万枚

1500回

4,923票

２位 / 40人

１年前

10名

400万

10,000軒

10万枚

100回

4,622票

12位 / 52人

4万6千

6 ヶ月前

０名

200万

100軒

３万枚

25回

404票

24位 / 24人

静岡県静岡市

15万

６ヶ月前

20名

300万

2,500軒

６万枚

150回

4,929票

６位 / 15人

片山かおる

東京都小金井市

9万

１年前

15名

300万

1,500軒

15万枚

75回

1,765票

７位 / 24人

田中淳司

兵庫県尼崎市

38万

１年前

5名

200万

750軒

５万枚

75回

2,847票

33位 / 44人

高濱こうた

兵庫県尼崎市

38万

１年前

4名

400万

200軒

25万枚

150回

2,624票

37位 / 44人

※すべての議員が先輩議員・スタッフ経験者・選挙スクールのアドバイスを受けていました。
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OPINION

鳩山政権発足から3ヶ月

GLOBALGREEN

世界のみどり

2010．
4/30
（金）
～5/2
（日）

台湾の生態系とその歴史の縮図「トゥーチェン旧弾薬庫」
に会場決定。
この地域の持続可能な発展につながる、
今後のモデルとなるような大
会にむけて準備が進行中。
APGNはグローバルグリーンズの5つ目の
ネットワークとして2005年2月に京都で結成。
詳細は事務局までお問い合せを。
ユース参加支援あり。

グローバル・グリーンズ・フォーラム

気 候 変 動 へ の 有 効な政 策を緑 の 視 点から議 論するフォーラムを
COP15のコペンハーゲンで開催。
マリーナ・シルバ
（ブラジル緑の党、
元環境大臣）
、
ジョゼ・ボベ
（環境活動家、
欧州議会議員）
など世界の緑
のリーダーが集った。

10／23 フィンランド緑の党との交流＠東京・高円寺

の党は前回の議決では反対して与党離脱）
。

9／27 ドイツ総選挙で躍進
68議席で、
前回の得票
（8.1％、
51議席）
を大きく上回った。
メルケル首
相の率いるキリスト教民主・社会同盟と自由民主党が過半数を獲得。

2
0
0
9

年 月 日記

連邦議会
（下院、
基本定数598）
選挙で、
90年連合・緑の党は10.7％、

12

10

らの陳情窓口の民主党幹事長
室への一本化の動きなど︑
政治の
﹁トップダウン化﹂が旧来より
も強化されていることも危惧
すべき大きな問題です︒普天間
基地問題でも︑もし沖縄県民の
意思や気持ちを超えたところで
﹁日米同盟﹂の論理が優先され
るとすれば︑﹁地域主権﹂や﹁対
等な日米関係﹂
の本質が根本か
ら問われることになります︒

担当）
と交流。
党員5000人で若年層が多い。
得票率12％、
ヘルシンキ
など首都圏では24％。
2010年は原発新設を巡る国会議決がある
（緑

さらに一歩先へ
こうした問題や新政権内部
での対立や矛盾をはらみつつ︑
しかしなお政治は大きく動い
ています︒自民党政権ではなし
得なかったさまざまな改革を
実現できる余地が︑福祉や雇
用︑環境などの分野でもなお広
がっています︒そうした課題の
現場の運動と連携し︑
私たちも
新しい政治に積極的に関わり
ながら︑この新政権に欠けてい
る﹁めざすべき社会像﹂に﹁みど
りのビジョン﹂を対置して︑
具体
的な政策と共に大胆に提言し
ていきましょう︒

フィンランド緑の党のスタッフ
（28歳・政策アドバイザー、
32歳・機関紙

会像﹂が曖昧なため︑混乱も生
はじめに
硬直化した官僚・業界・政界 じています︒子ども手当てと他
癒着の政治から大転換し︑
鳩山 の子育て政策︑環境政策と高
政権が発足して３ヶ月が経ち 速道路無料化・暫定税率廃止︑
ました︒新政権に対する私たち 農家への個別所得補償と貿易
の暫定的な評価を︑ここで明ら 自由化路線︑派遣法改正議論
かにしておきたいと思います︒ の混乱など︑関連する相互の政
策︑あるいはその全体的な位置
政治の透明性・公開性高まる
づけや優先順位の不整合や矛
﹁政治主導﹂により︑
確かにさ 盾が生じています︒
﹁事業仕分
まざまな変化や進歩が見られ け﹂においても︑どのような基
ています︒雇用や温暖化問題で 準でその対象や﹁仕分け人﹂を
も︑現場で活動してきたＮＧＯ 選出し︑どのような社会をめざ
メンバーなどを政策過程に関 して結論を下しているのか︑充
与させるなど︑旧来の政権では 分に明確ではありません︒こ
考えられなかった改革的姿勢 の﹁仕分け﹂が︑一部では政治
も鮮明になっています︒国民の ショーと化している側面も否定
注目を集めた﹁事業仕分け﹂も︑ できません︒
密室で行なわれていた予算編
また︑社会像の欠如は︑
﹁市
成の問題点を︑
不十分ながら広 民﹂と﹁企業﹂
︑﹁環境﹂と﹁経済
く公開し︑国民の政治への参画 発展﹂など︑対立する立場から
意識を高めました︒
そうした点 の批判に絶えず晒される結果
は積極的に評価すべきだと考 をもたらし︑それが政策のブレ
えます︒
や相互矛盾を一層拡大すると
いう悪循環にも陥っています︒
「社会像」の欠如と政策の混乱
一方で︑政権発足前から指摘 「政治」強権化への危惧
してきたように︑新政権の中心
さらに︑民主党の小沢幹事長
である民主党の﹁めざすべき社 と党所属議員との関係︑
地方か

みどりの未来・運営委員会

（APGN2010）
アジア太平洋グリーンズ・ネットワーク台北会議

12／13

－私たちの評価と課題

9／12 ドイツ緑の党ユースとの交流＠東京・高円寺
450名を擁するドイツ緑の党ユースの事務局長
（22歳）
が来日、
交流イ
ベント開催。

REPORT 01
国の最新情報をキャッチアップ！

みどりの政策連続セミナー スタート
第1回

国

MYECOSPOT
「スローカフェ」運動第 1 号店でゆったりした空間と時間を

カフェスロー
東京・国分寺

11．
9

＠衆議院議員会館

の最新議論を把握し
「もうひとつの私たち

の理念や姿勢」
を打ち出すためのセミナー。 100万円アップが前提で定常型社会とは逆行する設

第１回のテーマは地球温暖化防止問題／グリーン

定であること、
現在の温暖化防止策は原発９基増設

ニューディール／生物多様性。
前政権の「温室効果

を前提にしていることを確認しました。

11.10

抜けた精密機械工場跡地に、
カフェス
ローは一年前に移ってきた。
引っ越す
前と同じく車がひっきりなしに通る狭
い街道沿いだが、
一歩店内に入ると、
静かな空気に満たされている。
大
きな窓の外には、
国分寺崖線の湧水からの清流がゆったりと流れ、
鳥の
さえずりが聞こえてくる。
カフェスローは文字通り
「スローカフェ」
運動の日本の第1号店。
オー
ガニック・メニューはもちろん、
内装は藁と土の自然素材、
雨水利用、
カ
フェの一画ではフェアトレードやオーガニック雑貨を求めることができ
る。
毎週末は暗闇カフェなど、
誰でも参加できるイベントが行われる。
移
転により、
新たにギャラリーとワークショップスペースが開設され、
アー

衆議院議員会館「地方×国」政策研究会

新政権のめざす「地域主権国家」はこの国をどう変え
また、地域にどう変化をもたらすのか？
！
みどりの未来と連携して情報交換や研究集会を

た。
基礎自治体を重視し、
補完性の原理を徹底し、
市

開催している情報センター
「虹とみどり」
の、
「地方×

町村間・都道府県の連携、
合併も視野に入れる。
そ
かと提起。
さらに政治主導の「地域主権戦略会議」、

来年度予算の概算要求

事業仕分け
新政権のかかげる地域主

関連企画

自治体議員政策情報センター
「虹とみどり」
会場

2/8

（月）
10：00〜 利用会員集会
13:00〜 「地方×国」
政策研究会
（新年度予算、
地方財政計画）
衆議院議員会館
（予定）

発行：みどりの未来

逢坂誠二衆議院議員

東京
（詳細はお問い合せを）
＊ユースイベントも企画中

デザイン：TR.デザインルーム タナカリカコ

国の事業仕分けの
「仕分け人」
でもあ

る福嶋浩彦センター長
（前我孫子市長）
から、
「自民

権国家 「地域主権戦略

党政権下の分権改革にすら、
地方の意識は追いつい

室」室長に就任予定の逢

ていない」
と問題提起。
下水道事業や道路など具体

坂誠二衆議院議員
（元ニ

的な無駄な事例の報告もあり、
地域の具体例を事業

セコ町長）
より、
中央政府

仕分けに反映させていくことを話し合いました。

ではなく地域ごとの身近

INFORMATION

会場

度設計や、
それらの課題にも触れられました。

投票準備などについて意見交換を行いました。

JR中央線・国分寺駅南口5分
東京都国分寺市東元町2-20-10
TEL : 042-401-8505 http://www.cafeslow.com
火曜定休 11:30～22:00
（日曜は～19:00）

政策討論会 10:00～
昼食交流会 12:00～
総会
14:00～

一括交付金の制
総務省からの説明後、
臨 「国と地方の協議の場の法制化」、

時財政対策債１兆円増、
ICT事業、
基地交付金、
国民

（重松朋宏／三多摩）
をSlow Small Simpleに。

第2回総会 2/7（日）

れが道州という形になることは悪くないのではない

国」
政策研究会の概要を報告します。

ティストやヨガなどのサークルも利用する。
食だけでなく、
生活まるごと

時間

ガス25％削減で家計負担36万円増」発表は、
年収

REPORT 02 自治体議員政策情報センター「虹とみどり」

東京の郊外、
国分寺駅前の喧噪を

時間

主催：みどりの未来

なレベルで物事を決めて

「地域主権国家」
にむけて国は大きく舵を切ろうと

いく原理原則を確認した

していますが、
地域での議論は進んでいません。
どう

うえで、
民主党の地域主

いう自治の形を選び取るのか。
私たち自身のプラン

権政策の説明がありまし

が必要と自覚させられた研究会でした。
（光）

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2丁目3-4 高円寺ビル404

事務局
郵便口座

Tel&Fax 03-3338-8587
ゆうちょ銀行

E-Mail greens@greens.gr.jp

口座番号：００１００- ９- ２６２９６７

＊他金融機関からの振り込みの場合

名称：みどりの未来

当座預金
（店番号019） 口座番号：２６２９６７

会員・サポーター募集中！
みどりの未来は、
「みどりの政治」をつくる仲間を募っています。
ご関心のある方は、事務局までお問い合わせください。

みどりの未来
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