お
2008 年のリーマンショックで戦後の重化学工業の一極集中構造は終焉。2011 年 3.11 の
地震・津波・液状化そして福島原発事故から、私たちの社会のあり様が、そして政治・経済の
あり様が根源的に問われています。未来への希望の構想を築くキーワードはこれまでの一極集
中ではなく “ 地域分散 ”“ 住民自治 ” です。
東葛地域は放射線量のホットスポットです。“ 健康診断 ” を実施させましょう。脱原発・再生
可能エネルギーのスマートシティ千葉県を創りあげ、地域分散型エネルギーの産業構造を構築
しましょう。
『格差と貧困の経済』から『市民の分かちあいの経済』に転換し、雇用の安定と、
社会的セーフティーネットをつくらなければなりません。高齢者が一人でも安心して暮らして
いける、保健から医療・福祉そして終末看取りと全人的に看まもる地域ケア・コミュニティを
創っていきましょう。県道の危険な歩道・ふみきり・交差点を改善する県道整備事業、新京成
の高架事業の促進、大柏川第二調節池と二和川の洪水対策を “ 県政＝市政 ” の観点から確実に
実行させます。
更に “ 平和を創る千葉県づくり ” が喫緊の課題。国が “ 殺し、殺される戦争 ” を政治的手段と
して積極的にとり入れようとしている今、“ 戦争をさせない ” 県政をつくることは重要な課題で
す。未来を担う子ども達に、絶望の社会でなく、
希望の社会を継承していくのが私達の責務です。
“ 自ら決定する市民自治 ” で千葉県の “ 希望の構想 ” をつくりあげていきましょう。
ふじしろ政夫は全力を尽くして頑張ります。

ふじしろ政夫さんの活動は、下総基地問題や自然保護などの住民運動に始まり、市議会議
員を２期務めた後、県議会議員に。その12年間の議員活動を通じて、一貫して市民自治の
大切さを訴え続けています。情報公開が正しくなされなければ、市民自治は機能しません。
その基本の考えに立って、様々な活動を進めて来ました。県議会に於いての代表質問でも、
常に市民目線に立って県政を追求し、様々な提案をし続けています。
私達にとって最も大切なことは、人と自然を大切にする政治です。ふじしろ政夫さんが
こだわり続ける、真の情報公開と市民参加こそがより良い市民社会を形成する上で、最も大切
なことではないでしょうか。これまでの12年間、年４回の「県政・市政報告会」や講師を招いての「市民
勉強会」を開催し、毎月の「政務報告ニュース」で、県政・市政の報告を市民の皆様にお届けしております。
とにかくよく勉強し常に行動する人です。
私たちの声をいかにして市政、県政の場に届けるか、利権やしがらみの無い人でなければ本当の市民の声
を代弁することができません。ふじしろ政夫さんこそ信念を曲げず、市民目線を忘れずに活動する人です。
県議会議員としての更なる活躍を期待します。
ふじしろ政夫と共に県政を変える会 会長 田中 幹雄

県政を市民の手に！

自ら決定する
市民自治

まさ

ふじしろ政夫
千葉県の
“希望の構想”
を創ろう ─ふじしろ政夫

◆がんばれ！ ふじしろ政夫 ◆
藤代政夫県議会議員の県政に対する熱い思い
には、心から敬服しております。これからも、
千葉県の、そして鎌ヶ谷市の発展のため、お力
添えを賜りますようお願い申し上げます。

清水 聖士（鎌ヶ谷市長）

この世に生を受けた限り、だれもが幸せになる
権利があります。しかし、なんと生きづらい時代
でしょうか。
だからこそ、藤代さんの存在が光ります。一人
一人にそっと寄り添う政治を心掛けてきた藤代さ
んは、我々の希望です。藤代さんがいることで、
政治に期待が持てます。

上原 公子（元国立市長）

自治は、市民一人一人から出発するもの。国家
からではなく、生活者である市民から出発する社
会を創っていきたいと思います。
藤代さんはその先頭に立って、ゆるぎない自治
の視点と、抜群の政策能力を持ち活動してこられ
ました。千葉県民にとって、鎌ヶ谷市民にとって
かけがえのない存在です。
県議会でのさらなるご活躍を心から期待しています。

福嶋 浩彦（元我孫子市長）

千葉県の皆様、雪の信州からご挨拶をさしあげ
ます。ふじしろ政夫さんの誠実な生き方にいつも
感銘を受けている友人のひとりとして筆をとりま
した。私は長野県の佐久総合病院という農村病院
ではたらいております。
「すきなひととすきなところでくらしつづけたい」
そんな素朴な願いを実現すべく日夜懸命に努力さ
れているふじしろ政夫さん。そんな彼を皆様方にあらためてご紹
介さしあげたく存じます。色平 哲郎（佐久総合病院 地域ケア科医師）

市民の声がとおる県政・議会を！

と共に県政・市政を変えよう

ふじしろ政夫と共に県政を変える会 ニュース
〒273-0122 鎌ヶ谷市東初富5-24-50
TEL.FAX 047-445-9144
E-メール：masao.fujishiro@zc.wakwak.com
ホームページ http：//e-kamagaya.com/
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号外

社会のあり様が問われている今、未来への希望の構想を創る必要が
あります。
「県政＝市政」の視点で、県議会・県政を市民の手にとりも
どそうと活動するふじしろ政夫の思いを語ってもらいました。
（編集部）

ふじしろ政夫の７つの提言
脱原発

脱原発・再生可能エネルギーのちば

3・11福島原発事故は、
“原発 ”の一極集中原子力エネルギー
の誤りを明らかにしました。
地域分散的エネルギーの“ 脱原発社会 ”をつくりましょう。
◉脱原発宣言をし、再生可能エネルギー政策・産業の推進。
◉地球温暖化対策先進県へ。

街

楽しい街づくり

側溝の蓋もガタガタでデコボコな危険な歩道の県道です。
整備計画を立てて歩いて楽しい県道にしましょう。
◉県道・国道の歩道整備の促進。
◉大柏川第二調節池の早期完成
で二和川洪水対策を。

◉発電と消費を IT でコントロールする

◉北総鉄道高運賃の大幅値下げ

スマートグリッドで、再生可能エネル

を実現しよう。

ギーの街づくり（スマートシティ）
。

◉小金中野牧の捕込・佐倉牧九

◉
“低線量内部・外部被ばく対策”
、健康

美上捕込・嶺岡牧の保全と活

診断・食材チェックの完全実施を。

用。
東邦病院前に信号設置

妙典小水力発電視察

福 祉

ひとりでも安心して暮らせる地域医療・福祉

地域医療をたてなおすには訪問診療・訪問看護・
総合診療専門医が必要です。小児救急も、高齢者医療も、
患者さんを全人的に看る“ 地域ケア”の視点が大切です。
◉高齢者一人一人が大切にされる予防・医療・介護を統合した“地域包

教 育

一人一人の自立と自尊を大切にする教育へ

子ども達には “ 育っていく権利 ” があります。
生徒・学生の意見を現場に生かし、個人の尊厳を大切に
する教育を実現しましょう。
◉障がいのある子も、ない子も共に

括ケアシステム”をつくりましょう。

学ぶインクルーシブ教育の理念を

◉障がいのある人もない人も共にく

全ての教育に。

らしやすいノーマライゼイション
社会を。

◉
“教育格差＝経済格差＝貧困の連
鎖”をたち切る教育行政を。

◉子育て支援全国一位の県にしよう。

◉男女共同参画・基本的人権・国民
主権を基準とする教育立県ちばへ。
「総合学科」の県立高校視察

在宅医療連携拠点事業を語る長医師と

みどり

生物多様性の豊かなちば県づくり

落葉広葉樹のナシから常緑広葉樹のビワ、ニホンサル、
コウノトリ、食虫植物、三番瀬と生物多様性の豊かな
自然を活かしたちば県をつくろう。

平 和

平和を創るちば県づくり

武力で平和はつくれません。オスプレイもNLP※も
いらない平和なちば県をつくりましょう。
◉
“若者を戦争に送るな！”
“戦争
をさせない”千葉県立憲主義宣

◉三番瀬をラムサール条約登録し世界の三番瀬へ。

言を。

◉生 物多様性と有機農業で 21 世紀の農

◉
「共通番号法・特定秘密保護法」

業立県へ。

「集団的自衛権行使の閣議決定」

◉生態系を壊す、残土、産廃処理業への

の廃止・撤回へ。

規制強化。

◉
“草の根平和市民外交”の推進。

◉房 総丘陵のニホンサル、1800h の三
番瀬による海を生かした街づくりで、
三番瀬 “ カキ礁 ” 調査

経 済

観光立県千葉を創っていきましょう。

雇用の創出と新たな産業構造で
わかち合いの経済を

「勝った者はすばらしい、負けた者は自己責任」の
新自由主義経済は、失われた 20 年で格差と貧困を
拡大させました。格差と貧困の経済から幸せを分かち
合う経済へと転換させましょう。
◉知識集約的な産業の育成・促進。

ふじしろ政夫のプロフィール
1947 年

船橋市に生まれる

1970 年

慶應義塾大学法学部法律学科卒業

1966 年

1980 年
2003 年
2007 年

◉医療・福祉産業の育成と業務従事者の

2011 年

待遇大幅改善を。

※ NLP：米艦載機夜間訓練

8・6 非核平和市民の集い

安田学園卒業

三井銀行に勤務の後、
家業の藤代酒店を継ぐ

南相馬市・桜井市長と語る

結婚を機に鎌ヶ谷に住む

鎌ヶ谷市市議会議員 初当選

鎌ヶ谷市市議会議員 二期当選
千葉県議会議員

一期目当選

※千葉県地方自治研究センター理事

◉
“就労支援＋社会的セーフティネット

※鎌ヶ谷市ドッヂボール協会会長

＋雇用の安定”の仕組をつくろう。
貧困問題を語る竹信さん

※自治体議員立憲ネットワーク・千葉県

世話人

※趣味：絵画鑑賞、バレエ鑑賞、ペタンクを始めました。

