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- プロフィール -
高　橋　浩　司

昭和３８年４月１2 日生（O 型、卯、牡羊、 一白水星）

□学　歴
鶴岡幼稚園
市立第二小、第二中学校
関東学院六浦高等学校
関東学院大学工学部（ゴミ処理工学）
自由民主党神奈川政治大学
林英臣政経塾

□職　歴
（有）ニット代表取締役　　  １級土木施工管理技士　
大船工業倶楽部会員　　　　土木学会正会員
関東学院同窓会各会幹事　　大船鳶職組合顧 問
学校法人関東学院評議員　　浄明寺町内会顧 問
早朝野球小町リーグ名誉会長
かながわ自治体ファイナンス研究会会員

□議員暦 
鎌倉市議会議員６期 
鎌倉市議会副議長　　　鎌倉市監査委員
社会福祉協議会理事　　総合計画審議会委員 　
決算特別委員会委員長を歴任

( 現在 )
鎌倉夢プロジェクトの会代表
教育こどもみらい常任委員会
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【高橋浩司の政治姿勢】

◎私は、生まれ育った鎌倉をこよなく愛し、市民の皆様よりご信託
を頂き市議会議員であることを誇りに思います。
鎌倉は、日本中の方が訪れてみたい町、住んでみたい町と憧れます
が、市民の方にとっては、住んで善し、暮らしてなお善し鎌倉と思っ
て頂ける町を目指し、ここに政治にかける情熱と姿勢を改めて明ら
かにするものであります。

　理想に向かって “ 心の政治 ” を！をモットーに、市民の市民によ
る市民のための政治を目指し、常に是々非々の姿勢を貫き市議２４
年の経験と実績を以って、改革に取り組むことを誓います。

　特に活動においては、

①市政の運営が市民第一を旨として行われているか！

②市民の血税が無駄無く、効率的且つ効果的に使われているか！

③行財政改革に常にたゆまぬ努力をして取り組んでいるか！

　以上の三点を集中的にチェックし、これを集約して抜本的な改善
を図り、現在の借金財政からの脱却を期し、将来世代にツケを残さ
ず、永続的に発展し続ける事が可能な環境づくりに情熱をもって、
懸命な努力を傾注して参ります。
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議会中の高橋浩司
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【高橋浩司の基本的な考え】

　２０１６年、ブラジルリオのオリンピック・パラリンピックが平和
の祭典として開催され、各国のアスリート達の活躍を感動しながら観
ていたのが、つい昨日のように思い出されます。次期２０２０年開催
は東京と確認しながら閉幕しましたが、多くの感動の一方で今回、始
めて難民選手団の参加が認められました。平和の祭典の陰で何十カ国
もが紛争状態にあり、６５３０万人以上の方が難民となり母国を追わ
れ、２億５千万人以上の子供達が、戦火の中に暮らしている事等もク
ローズアップされた大会でもありました。

　また、昨年は米大統領にトランプ氏が当選し、世界一の大国であり
ながら、自国の事のみを最優先するアメリカ第一主義を掲げ、日本を
始め多くの国々が、就任早々振り回されている状況が続いております。
ヨーロッパでもイギリスが、ＥＵ離脱を決め、フランスやイタリア等
でも右派政党が台頭し、ＥＵ離脱や自国通貨の復活を声高に訴え始め
ております。シリアをはじめとする中東では、相変わらず紛争は続き、
ＩＳ勢力は拡大し難民は増え続けています。ロシアのクリミア侵攻や
中国の南沙埋め立てや日本領海・領空への侵犯、北朝鮮のミサイルや
核の実験も極東地域を不安定なものにしています。正に世界中が、大
混乱期に突入したと言っても過言ではありません。

　鎌倉にかつてお住まいだった歴史学者の村山節先生は、御自身の学
説「文明法則史学」の中で、西の文明（ヨーロッパ、アメリカ、ロシア、
オーストラリア）が好調期には、東の文明（日本から中東まで）は低
迷期を過ごしており、東西文明は８００年ごとに好調・低迷が入れ替
わり、１６００年で１サイクルすると分析しました。
そしてその学説によれば、今が文明の大転換期に当り、低迷していた
東の文明と好調であった西の文明は、２０２０年から２０２５年頃に
文明の大転換が興る事とになります。その学説を基に改めて、世界の
大混乱振りを見ると、日本もこの世界の大混乱の渦にいつ巻き込まれ
ても不思議は無いのです。
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　そこでまずは、日本がしっかりとした自立国として国の進むべき道、
国是を明らかにし、迫り来る国難に備えるべきであります。キーワー
ドは、共生、公益、高徳であります。捕まらなければ、ばれなければ
良いんだと言うような風潮が蔓延する法治国家体制を根本から立て直
すには、倫理や徳を以って治めて行くしかありません。どこまでも欲
望のままに金儲けをして行く欲望経済や膨張経済も改める時期を迎え
ております。そして限りある資源、限りある地球環境において地球市
民である認識に立ち、共生意識を覚醒しなくてはならない時期を迎え
ているのであります。

　それでは、地方自治体は何をすべきか、いざと言う時に市民の生命
と財産をしっかり守れるよう危機管理を充実させ、財政力を蓄える事
が、最優先の課題であります。
　そういう意味では、一貫して取り組んで来た行財政改革が、松尾市
長とタッグを組み、かなりの成果が現れ始めた事は時期を得たもので
あったと思っております。財政状況は夢の借金ゼロまでもが視野に入
る所まで来たと感じてもおります。
　しかし今後、市役所本庁舎の立て替えや新ゴミ焼却炉の建設、大船
や深沢の再開発に小・中学校の立て替え等と莫大な事業費を必要とす
る事業を目前に控え、正に知恵が試される時を迎えているのでありま
す。

　いよいよ松尾市長を中心に抜本的改革に向け、立ち上がる時が来た
のであります！市民が自ら考え、直接参加や自主選択を行う事ができ
る市政、誰れもが納得・皆が安心して暮らして行ける鎌倉にするため

「市民」・「議会」・「行政」各々が互いに壁を取り払い、「絆」に縁り、
互いを思いやり、自らできることは積極的に担いあって行く社会、( 偉
大な社会・グレートソサエティー )、この新たな社会秩序の構築こそが、
直ちに地方自治体が目指すべき改革の姿であり、松尾市長が提唱する
夢プロジェクトです。こうした考えに基づき、ここに平成２９年度版
高橋浩司のローカルマニフェストを明らかにするものであります。ご
一読頂き、ご意見を賜われば幸いです。
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【平成２９年度版マニフェスト】

◎ 議員定数６名削減の実現！
※鎌倉市の議員定数は、横浜市など政令市を除く県下１６市の中で、
人口比から見ると平均より多い状況です。１万人に一人位が理想と
言えますが、まずは、１６市中人口比トップを目指します。

◎ ８７１億円に上る借金財政からの脱却！
※平成２８年の借金返済額は、金利を合わせて１３８億円でした。
もしも借入金が無ければ、それらを市民サービスや事業費に充てら
れます。借金財政から脱却し、日本一市民サービスの良い市役所を
目指します。

◎ 年間５０億円の自由財源確保の実現！
※今後２０年間に予想される大型プロジェクトは、３，０００億円
以上あります。それらを実現するためには、計画的な積み立てが必
要です。借入金を削減しつつ、年間５０億円の自由財源確保を目指
します。

◎ 市民満足度１００％を目指して！
※市役所に寄せられる相談は多岐に亘り、市の業務以外の県や国に
対する要望も多くあります。そうした時でも丁寧に市民に寄り添い、
問題解決を共に考える市役所を目指します。
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・︎前回のマニフェストについて

　平成２４年度にお示しした高橋浩司のローカルマニフェストは、
松尾市長とタッグを組み大きな成果を得る事が出来ました。更に改
革を進め夢の借金ゼロを目指し、今回のローカルマニフェストも前
回同様、行財政改革に特化して取り組んで参ります。一層財政体力
を付けられるよう事務改善や意識改革を求めて参ります。

　以下４年間の達成・改善状況をご報告し、所期の目標達成に向け
た新たな取り組みをお約束させて頂きます。

平成 29 年度 市政報告会
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【マニフェストの内容説明】

◎議員定数６名削減の実現！

　４年前、２８名であった議員定数を２名削減し、２６名にする事
を実現しました。その後も引き続き議員定数２０名を目指して、４
年間議会運営委員会で議員定数削減の議論を続けて参りました。今
回は、議員定数に関する市民アンケートを実施したり、議員定数に
関する市民意見の聴取会の開催も実施し、直接ご意見を頂きながら
取りまとめを行ったのですが、残念ながら削減の合意には至りませ
んでした。最後は、議員提案で２名削減の議案を提出したのですが、
小野田議員、永田議員、日向議員、岡田議員と私の５名しか賛同者
が集まらず削減には至りませんでした。

　引き続き議員定数削減に向け取り組んで参りますが、最低何名で、
議会が運営出来るのかの検証をしっかりすべきであります。
他市の状況を見ると対人口比で最も進んでいるのは横浜市で、議員
１人当り人口 43,384 人であります。県下１９市の平均は、10,055
人で、政令市を除く１６市の平均は、6,695 人であります。鎌倉市
の現状は、6,626 人で、県下平均に遠く及ばず、政令市を除く１６
市の平均をも下回っているのです。他市で出来る事は鎌倉市でも出
来るはずです。

　議員の役割は大別すると３つあります。

　１つ目は、立法府として条例をつくることです。

　２つ目は、市民の方々からの陳情・請願の対応です。

　３つ目は、行政運営に対する監視・牽制です。
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　以上３つの役割の内、特に３つ目の行政監視・牽制と言う役割は、
議員が多ければ多い程、監視・牽制体制が強化されるとも言えます。
しかし、厳しい財政状況が続く中、身を削り行革に向かう姿勢を議
会が示す必要があるのです。

　そこで、議員が行っている監視・牽制の役割を一部制度化し（後
述の行政監視委員会設置等）議員定数を削減する環境を整え、更な
る議員定数削減を行うべきであります。今後も粘り強く、議員定数
６名削減に向けて取り組んで参ります。

自治体名 議員定数 人口 議員１人当り人口

横浜市 86 3731096 43384

川崎市 60 1491577 24859

相模原市 46 721477 15684

藤沢市 36 427199 11866

横須賀市 41 403383 9838

平塚市 28 258141 9219

茅ヶ崎市 28 240155 8576

大和市 28 234138 8362

厚木市 28 225524 8054

小田原市 28 193245 7729

鎌倉市 26 172279 6626

秦野市 24 166577 6940

海老名市 22 130688 5940

座間市 23 129033 5610

伊勢原市 21 101812 4848

綾瀬市 20 84367 4218

逗子市 18 57598 3199

三浦市 13 44446 3418

南足柄市 16 42839 2677

神奈川県下議員定数並びに人口表
神奈川県下議員定数並びに人口表
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◎８７１億円に上る借金財政からの脱却！

  平成２１年度総務省が実施した地方公務員給与実態調査において鎌倉
市は全国一平均給与が高い自治体である事が明らかになりました。その
後、手当の見直しや残業の縮減に取り組みながら平成２６年松尾市長の
英断により給与の構造改革を成し遂げ、平成２７年度には、４５位まで
順位を下げる事ができました。給与の構造改革では、昇給率の大幅引き
下げを実施し初年度に３億２千万円、２年目以降は毎年６千万円の削減
効果が見込める仕組みとしましたので、まだまだ順位は下がって行く予
定です。

　４年前、約１，１３６億円あった借
入金は、着実に返済を進め、現在、鎌
倉市の借入金残高は、約８７１億円と
なりました。２６５億円の借金縮減は
大いに評価出来るものでありますが、
今後予定される大型プロジェクトへの
建設投資を考える時、更に返済の速度
を上げて、夢の借金ゼロを目指して行
く必要があるのです。

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 単位：億円 
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・︎土地開発公社解散の実現！
　土地代が右肩上がりの頃、事業費の抑制を目的に土地開発公社を活用
し、用地の先行取得をして来ましたが、現在の様に土地代が下落する状
況下では、公社活用に意味は無くなりました。また、公社で土地取得す
る際に議会の承認が不要である事から不正の温床になって来た事もあ
り、既に土地開発公社の解散を決めた自治体も増えて来ています。
　鎌倉市土地開発公社では、ピーク時に 195 億円以上の用地を保有して
いましたが、現在５２億円まで市への買い替えが進んで来ました。ここ
まで来れば、５年位で計画的に買い替えを終える事も可能と考えます。
今後の公社乱用を防止する為にもそろそろ公社解散の道筋を示すべきで
あります。

・︎学校建設基金創設の実現！
　今後予定される大型プロジェクトは、概算ではありますが、本庁舎の
建て替え（200 億円）、消防本部の建て替え（17 億円）、新焼却炉の建設（90
億円）、深沢市営住宅の建て替え（75 億円）、大船駅周辺再開発事業（270
億円）、深沢地域整備事業（150 億円）、深沢新総合体育館建設（60 億円）
これだけでも既に 862 億円であります。これ以外にも岡本二丁目の子育
て支援施設、御成子供の家、鎌倉漁港整備等々もあります。更には古くなっ
た都市基盤（下水道等）のメンテナンス費用も年平均 70 億円は掛ると
試算しています。そして、１５年後位にやって来るのが、小・中学校の
建て替えであります。第ニ中、大船中は終了していますが、残り２３校
を建て替えなければなりません。１校 40 億円としても 920 億円の費用
が掛る計算になります。生徒数がかなり減って来ていますので、小中一
貫校として２つの校舎を１ヶ所にしたり、小学校を統廃合するなどの検
討もすべきであります。いずれにしてもできるだけ早く学校建設基金の
創設を行い来るべき建て替えラッシュに備えるべきであります。

・︎夢の借金ゼロ目指して！
　平成２８年度の借金返済は、元金返済が約 72 億円、利子払い金が約
14 億円、土地開発公社の返済金が約 52 億円で、合計約 139 億円であ
ります。この借入金がゼロになれば毎年約 139 億円が新規事業費として
活用でき、おもいきった計画を創ることができるのです。次世代の子供
達に多額な借金を残し辛い思いをさせるのでは無く、自分達で描く未来
を実現してもらおうではありませんか！
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◎年間５０億円の財源確保の実現！

　職員給与の構造改革、職員数削減、手当の引き下げ、特殊勤務手
当の大幅廃止、残業代の３０％削減等の取り組みを通じ、松尾市長
就任の平成２２年以降、人件費は年間２４億円の圧縮を実現してお
ります。以下に詳細を記述しますが、職員数も今後更に１０９人削
減する計画を立て、その削減効果は１２億円、地域手当を廃止出来
た場合その年額が８億３千万円、５５才昇給停止による財政効果が
約１千万円なので、合計すると４４億４千万円になります。
　しかし、全てが実現したとしてもそれらは、あくまで効果に過ぎ
ずその金額を別にして予算が組まれる訳ではありません。まずは、
今後予定する大型建設投資の準備として、本庁舎建設基金への積立
や学校建設基金を創設しそれらに毎年最低１０億円づつは積立をす
るべきであります。こうした財政効果を可視化する取り組みを実現
して参ります。

・︎職員１，０００人体制の実現！　
　私が初当選した平成５年当時の職員数は、1,843 人でありました。
他市と比較して非常に多い事を訴え続け、職員数を削減する計画を
３次に亘り計画して頂き、削減を続けて来た結果、平成２８年には、
1,356 人となり、487 人削減する事ができました。しかし、未だ
に同規模自治体と比較すると 109 人多い事から、平成２９年度か
らスタートする第４次職員適正化計画において、９年間掛けて 109
人削減して行く事となりました。
　現在、神奈川県が進めている広域消防が実現すると 234 人の消
防職員は、広域職員へ移行するので、鎌倉市の職員はおよそ 1,000
人となります。
  もちろん職員削減が市民サービスの低下に繋がってはなりません。
一人１台づつ配置されているパソコンを有効活用し、少人数で事務
をこなせるよう、事務改善の徹底を行ったり、事務作業を切り分け
て効率的に事務を行う事務センターを創設したり、ＡＩ（人口頭脳）
の研究を進め積極的に取り入れたり等環境を整えるべきです。
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　また、これまで民間でできることは、民間に事業委託を行うこと
を原則に、指定管理者制度やＰＦＩ制度を導入し、「鎌倉文学館」
を始とする２４施設の事業委託を行って来ましたが、更に下水道事
業全体の事業委託や各行政センターの地域市民運営等委託事業や協
働事業を拡大し、職員を削減出来る環境を整えるべきであります。
　こうした取り組みを続け、引き続き、1,000 人体制を目指し、活
動して参ります。

・︎５５才昇給停止の実現！
　人事院は、国家公務員に対し、５５才昇給停止を勧告しました。
鎌倉市も国と同じ制度を準用する原則に従い、直ちに５５才昇給停
止を実施するべきです。この制度を実施すれば、年間１，１００万
円以上の効果が見込めます。更に、５５才役職定年も制度化すべき
です。５５才から６５才までは、第２ステージとしてお世話になっ
た職場への恩返し期間とし、後輩も先輩達に感謝してサポートして
頂くような職場環境が出来る事が理想であります。執行部も４０才
から５５才とフルに動ける世代が牽引すれば組織は活性化し、躍動
的な市役所に変わることができるでしょう。併せて要求して参りた
いと思います。

・︎地域手当の廃止の実現！
　現在職員給与に対し、一律１５% の地域手当を支給しています。
これは、地方公務員法に基づき、支給できる規程が設けられている
ためですが、元々は、国家公務員が地方転勤の際、地域間の給料格
差を是正するために支給したのが始まりです。こうした手当は、市
内以外に異動の無い、地方公務員には、不要な手当であります。
　この手当を廃止することで、年間 8 億 3 千万円の人件費を削減す
ることができます。
　他市を見ると厚木市が３％削減を実施しています。段階的にでも
地域手当廃止に向かうよう第一段階として鎌倉市も３％削減から地
域手当の削減に着手すべきであります。
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◎市民満足度１００％を目指して！

・︎市民要望の記録を残す制度の拡充を！
　市民要望や苦情の受付は市民相談課とそれぞれ関係部署で行ってい
ますが、十分に満足のいく回答が得られないケースは多々あります。
それぞれの部署で、どのような相談が何件寄せられて、どの様な対応
が行われたかの記録すら残っておらず、まずは、市民の声を記録に残
すことから始めるべきです。こうした取り組みは、市民満足度を確認
しながら行政運営を進めるために大変重要なことであります。
　現在、市長以下、部長以上の職員は、条例により要望の記録を残す
ことを義務付けていますが、各部長の意識が低く、殆ど記録が残され
ていない状況です。全国で最も記録を残している先進市は、滋賀県大
津市で、年間 3,200 件以上の記録を残しています。そうした他市の
取り組み状況を紹介しながら、記録保存の重要性を求めて来た結果、
条例の運用マニュアルが作成され、各課に寄せられた要望も重要なも
のは、部長が記録を残す事となりました。今後はその運用状況を注視
して参りますが、最終的には全職員が、全ての要望とその対応の記録
を残すよう条例の適用範囲を拡大することを求めて参ります。

・︎行政監視委員会の設置を！
　行政として少しでも市民要望や苦情を救済していこうとする制度
が必要です。それが、「オンブズマン制度」です。県下では、横浜市、
川崎市、藤沢市が実施しており一定の成果を挙げていますが、鎌倉市
としては既に「オンブズマン制度」は費用対効果の観点から実施しな
いとの結論をだしており、「オンブズマン制度」だけを求める事は難
しい状況です。そこで、市職員が公務を行う中で不正を行っていた際、
他の職員が通報する「公益通報制度」と庁内各部署が行う「事務事業
評価」の３つを一緒にした機関として「行政監視委員会」を設置する
事を求めて参ります。「行政監視委員会」では、積極的に外部の専門
家を登用し、外部の視点でチェック出来る仕組みを構築すれば、必ず
市民満足度を向上する仕組みとなる筈です。
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・︎すぐやる課の創設を！
　本来、市民要望を速やかに対応す
る事は、行政の基本的な仕事であり
ます。しかし、膨大な事務作業をし
ながら寄せられる多くの要望に対応
しなければならない環境に自ずと作
業が硬直化し、「お願いしても何も
して貰えない」と言う酷評に甘んじ、
職員の回答はいつも「財政が厳しい
ので・・・」と対応して来ました。
お金を掛けずに知恵を出し問題解決
をしようとする姿勢を放棄して来た
のであります。
　そうして失って来た市民の信頼を
再び回復するためのシステムが「す
ぐやる課」の創設であります。

　硬直化した組織に刺激を与え、全ての部所が行政本来の姿に戻り、
失った市民の信頼を取り戻し、市民満足度を向上させる為に重要な取
り組みです。
　「すぐやる課」が実現したその先では、ワンストップサービス（受
付窓口の一本化）を実現するべきです。福祉から道路や建築等の相談
に至るまで、全てを窓口で受け、そこに担当の職員が出向き相談をお
受けする。そうした対応が実現すれば、市民満足度は飛躍的に向上す
ると考えます。
　市民満足度を行政運営評価のバロメーターとして最も重視し、「市
民要望の記録を残す制度の拡充」、「行政監視委員会」の制定、「すぐ
やる課」の創設を組み合わせ、市民満足度１００％を目指して取り組
んで参ります。

市民満足度
１００％を目指して！
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【平成２９年度版　高橋浩司の夢ファイル】

　これまで同様、財政の健全化の実現を目指して活動して参りますが、
同時に市民満足度を充足させる施策も考慮する必要があります。
　行政運営では、選択と集中。市民活動としては、市民協動。議会活
動としては、情報発信をキーワードと捉えています。具体的な政策と
しては、市政への市民直接参加 ( 市民投票条例の制定 )、地域経営会
議の設立 ( 各行政センターを市民が運営する仕組みの構築 )、１% 条
例の制定 ( 市民や NPO 団体がその使途を直接決める )、市民協働事
業の拡大、地域で介護を担い合う仕組みの構築、ゼロウェスト ( ごみ
ゼロ)の実現(リデュース日本１)、福祉バウチャー(選択)制度の導入、
電力の自立等々であります。
　行政体力を蓄えた後ならば、思い切った夢のある「まちづくり」を
行う事が可能です。将来世代にツケを残さず、夢と希望を持って頂け
るようここでは、平成２９年度版高橋浩司のローカルマニフェストと
は別に、直ぐには実現しませんが、将来の「理想のまちづくり」や「理
想的行政組織のあり方」等を「夢ファイル」として挙げておきたいと
思います。是非ともご意見をお寄せ下さい。

鎌夢会 / 鎌倉を知る会
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◎独自電源の確保を！
　原発依存からの脱却こそ将来世代への責任として、成し遂げなけれ
ばならないテーマであります。ソーラー発電や風力発電、クリーンセ
ンターの焼却炉、下水道終末処理場、下水道のポンプ場、下水管渠、
地熱発電、道路や橋の振動等々エネルギーを電気に変える研究やミド
リムシエネルギーの研究を進め、電力の自立を目指していくべきであ
ります。
　私が、所属する大船工業倶楽部は、電力不足をお互いにカバーする
ため設立した団体です。そうした歴史に鑑がみて、民間発電への助成
も積極的に行うべきです。
　独自電源の確保は、財政効果を期待することも出来ます。市庁舎だ
けでも年間約３，０００万円の電気料金を払っています。街路灯の電気
や学校やその他の施設を合わせれば、大変な費用になるのです。真剣
に取り組む価値があるのではないでしょうか。

◎世界遺産のまちとして！
　ユネスコの世界遺産登録は一時取り下げをしましたが、古都鎌倉と
しての環境を、守り、育てる歴史的使命が鎌倉にはあります。
　８００年前の古都である鎌倉には、まだまだ８００年前と変わらな
い原風景が、至る所に残されています。これらの、史跡や景観を守る
ことが、最重要課題であり、守りながら生活する所に世界の遺産とし
ての価値があると考えます。
　また、民間レベルでも開発を計画する設計会社やデベロッパーを対
象にした「鎌倉まちづくりプログラム」を官・学・民共同で作成し、
市内で建築や開発を行う場合は、そのプログラムの講習終了企業に発
注する仕組みをつくるべきです。
　これまで、古都の景観保全を中心政策に位置付け、古都保存法等に
より取り組んできました。しかしこれからは、そうした取り組みに留
まらず、町並み景観の保全と創造を行って行く必要があります。
　そこで、「２００年建築」を推進してはと考えます。景観形成地区で、
国の制度として実施されている、長期優良住宅を建築する場合、鎌倉
市としても助成を行い制度促進を後押しするべきです。
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　また、こうした政策が実現した時は、解体等による建築廃材があま
り出なくなる効果も期待でき、「エコまちづくり」の一助ともなり、C
２C を進める夢の政策と言えるのではないでしょうか。
　（C ２C・・・cradle  to  cradle の略称で、「ゆりかごからゆりかごへ」
という意味です。材料の調達から廃棄方法まで、環境負荷の少ない方
法を考え行動する。そうした社会構造にすることです。）

◎クラウド ( 配信パッケージソフト ) で電子化の促進を！
　4 年前クラウドシステムの促進を夢ファイルに載せ導入を求めて来
た結果、22 件 28.5％のシステム導入が実現しました。まだまだ基幹
システムをクラウド化する事は時間が掛りそうですが、引き続き促進
を求めて参ります。
　また、医師会等と連携し、電子カルテのクラウドシステムを導入す
れば、医療や健康づくりに大いに役立ちます。救急車でもカルテを見
れるようにしたり、マイナンバーカードを診察券やお薬手帳として活
用できるようになれば尚市民満足度は向上する筈です。

◎鎌倉アーカイブ構想！
　市民の知る権利を保障し、全ての行政情報は、原則公開されるべき
です。しかし、古い資料は保存期限が来ると廃棄処分されてしまい、
過去の経過が不明になってしまいます。そうした事への対策として電
子決済導入を求め続け、平成２３年本格導入を実現しました。今後は、
古い資料をデジタル化し随時保存作業を進めるべきです。それと同時
にデジタル情報は全て永年保存とするべきです。また、その資料は、
市のホームページから簡単に閲覧できるようにもするべきです。
　資料が、永久に保存されることにより、職員一人一人が自覚と責任
ある決裁を行うことも期待できます。

◎公会計制度の導入を！
　行政会計制度は、複雑で解り難いと同時に将来展望が読み難いシス
テムとなっています。更に、借金（負債）が累積しても対策が取りに
くい制度でもあります。
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　鎌倉市では、平成７年度からバランスシート（貸借対照表）を作成し、
プライマリーバランス ( 基礎的財政収支）に注意した行政運営を行って
きましたが、全会計の連結バランスシートになっていないことと、資
産の計上方法が難しい点が相俟って、本来の自治体体力を測るものと
はなっていません。
　そこで、もっと分かりやすい会計制度が必要となるのです。公会計
制度は、将来世代がどのような負担を強いられるかの予測が可能な上
に、事業の優先順位や選択を財政の視点から推定できる夢の会計シス
テムであります。言わば、会計ナビゲーションシステムであります。
この会計制度が採用されることを求めて参ります。

◎交通渋滞の緩和に向けて
　鎌倉市は一方が海で、三方が山に囲まれている地形により、幹線道
路が限定され、渋滞が起きやすい環境にあります。特に旧鎌倉市街へ
向かう道路は、慢性的に渋滞をしています。そこで、海外の史蹟地で
多く導入されている「ロードプライシング（通行税徴収システム）」を
導入するべきと考えます。平成２８年度から国や県の方にも加わって
頂き、税法上の問題点の洗い出しや課金方法の整理等に着手しました。
市民の方々に負担の無い形で実現できるよう働き掛けて参りたいと思
います。
　また、大船駅から逗子駅までの区間で横須賀線を地下化するべきと
考えます。円覚寺を始めとする史蹟の景観復元と交通渋滞緩和に寄与
することは明らかです。区間の延長は、約５．５㎞で、工事費は、最大
1,650 億円掛ります。その経費が、国の方針として決定した場合、事
業者であるＪＲが１割、国が５割、県が２割、市が２割の負担をする
事となります。鎌倉市の負担は、最大 330 億円となりますが、将来世
代の事や鎌倉市の歴史的使命を考える時、行うべき投資と考えます。
夢の借金ゼロを実現すれば、実現可能な事業と考えます。
　更には、現在、金沢八景まで乗り入れている横浜シーサイドライン
を大船駅と鎌倉駅に延伸すべきと考えます。実現すれば、パークアン
ドライド等渋滞緩和策の拡大も様々考えられます。こうした構想も長
いスパンでは検討して行くべきです。
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【応援団・︎メッセージ】

私達は高橋浩司君の経験と実績、行動力に期待します！

高橋浩司君は、持ち前の粘りと行動力で、六期二十四年間、財政赤字から
の脱却こそ市民の夢と希望をつなぐ緊急課題と固く信じ、政治生命を賭し
て、努力して参りました。
私達後援会も高橋浩司君と共に一丸となり、所期の目的達成に向けて努力
して参ります。
皆様におかれましても絶大なご後援を賜りますよう宜しくお願い申し上げ
ます。

後援会会長　　　　 中 村 恒 一
後援会幹事長　　　 渡 辺 忠 夫
後援会会計責任者　 関 口 健 治

私も応援してます！

　鎌倉夢プロジェクトのメンバーとして共に
鎌倉市政の大転換を目指す同志である高橋浩
司議員には、いつもアドバイスを頂き感謝し
ております。

　皆様も高橋議員と共に鎌倉夢プロジェクト
に是非、ご参加下さい。一緒に夢のまち鎌倉
をつくって行きましょう！

鎌倉市長　松尾　　崇
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私達も高橋浩司君を応援してます！

中西 功
泉 新一
小野田 康成 
長澤 信
林 英臣
小川 和久
江間 秀男
小宮 賢一
菅原 義久
太田 周文
柳田 法導
石田 香月
吉田 春翆
沢木 順　　
塩塚 隆則
小泉 七郎
伊藤 玄二郎
大貫 昭彦
土屋 敏治
深山 秀男
内山 伊史
本宮 和成
高野 俊男
眞田 芳憲
高木 政明
鈴木 正
島根 正隆

( 元鎌倉市長 )
( 元鎌倉市議会議長 )
( 鎌倉市議会議員 ) 
( 後援会最高顧問 )
( 林英臣政経塾塾長 )
( 軍事アナリスト )
( 大船商栄会最高顧問 )
( 鎌倉市薬剤師会会長 )
( 報國寺住職 )
( 龍隠庵住職 )
( 英勝寺住職 )
( 華道家 )
( 書家・日展会友 )
(元劇団四季・ミュージカル俳優)　　
( オペラ歌手 )
( 大船鳶職組合長 )
( 前関東学院大学教授 )
( 随筆家 )
( 浄明寺クラブ会長 )
( 前浄明寺町内会長 )
( 鎌倉桜友会幹事長 )
( 極楽寺睦会長 )
( 常盤下地区町内会長 )
( 中央大学名誉教授 )
( 茨城県人会鎌倉支部長 )
( 関東学院燦葉会会長 )
( 関東学院六葉会会長 )



兎夢の会（トムの会）

　兎夢の会は、高橋浩司後援会のレクリエーション
やボランティアを行う会です。右の兎はシンボルマー
クです。
　名前の由来は、ピーターラビットの著者ヘレン・
ビアトリスク・ポタ氏（1866 ～ 1943）が、ナショ
ナルトラスト運動の創設者であり、環境保護の第一
人者であることから、その人を愛し地球を愛する精
神を崇敬すると共に、緑多い鎌倉の環境がいつまで
も続くことを願い兎夢の会と命名しました。因みに
高橋浩司は、昭和３８年、兎年生まれの卯月、４月
生まれです。
　兎夢の会では、ボーリング大会やバス旅行も行っ
ています。皆さんもご一緒に活動してみませんか！
ご連絡お待ちしております。

いざ 鎌倉　市民 110 番！　もしもし、こちら高橋浩司です！
◎市政に対するご意見、ご要望・︎ご質問などございましたら

お気軽にご連絡下さい！！！
TEL:0467-24-8000　E-mail:koji1788@kamakuranet.ne.jp

FAX:0467-24-5939　URL:http://takahasikoji.sakura.ne.jp/

お手紙は〒 248-0003　鎌倉市浄明寺 4-6-15　高橋浩司まで

高橋浩司

ホームページも

ご覧ください。
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