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■９月１２日(土)10時・寺戸公民館

市民参加でまちをつくる会例会
「ＪＲ向日町駅東口開設とまちづくり」

～市民アンケートの結果より

インフルエンザ流行期が来る前に

新型コロナ検査の拡充急げ

あるＮＰＯ法人からの誘いで8－9月の間、学生

インターン２人を受け入れ、議員活動を体験して

もらっています（4面参照）。議会傍聴や勉強会、

アンケート活動にも参加してもらっています。

大学の学費はとても高いです。授業料だけで国

立は54万円、私立は100万円前後。なのに４月に

入学した学生はコロナの影響でまだ大学に行った

ことがないとのこと。多額の奨学金を借り、生活

のためのバイトも忙しく、夏休み中なのにスケジ

ュール調整が大変です。そして３回生になると就

職活動の準備で忙しくなります。

どこかが間違っています。この機会に、学生た

ちと一緒に考えたいと思っています。 （杉谷）
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市民参加でまちを変えよう！ ホームページ：http://sugi.pupu.jp/

杉谷さんとともにまちを創る会
２０２０年 ９月 １日発行

向日市上植野町西小路３－４

杉谷ひろば(連絡先は頁下)

酷暑の８月は、熱中症が増えました。新型コロナ感染症

と区別が付きにくいので、病院は特別の対応を強いられ、

一方で受診を控えて重症化する方が増えているそうです。

秋から冬にかけて、インフルエンザの流行期を迎えますが、

症状からは新型コロナと区別できないため、今のままでは

大混乱の恐れがあります。それまでに、誰でも、いつでも、

何度でも、必要な検査を受けることができるようＰＣＲ検

査体制を抜本的に拡充しなければなりません。

政府は国会も開かず、重い腰を上げようとしませんが、

日本医師会は「ＰＣＲ等検査能力の大幅な向上」を、全国

知事会は「濃厚接触者以外も含む幅広い検査の実施」と国

費の投入を提言しています。東京都世田谷区や長崎県など、

検査態勢の大幅拡充に取り組む自治体も次々と

出てきました。市民の声に応え、ＰＣＲ検査体

制の抜本的な拡充を、向日市にも国にも求めて

ゆきます。 （８月２８日 杉谷 伸夫）

９月の催し

向日市議会議員 杉谷伸夫 所属政党なし

上植野町イトーピア在住。大阪市生まれ。京都大

学工学部卒業。ＧＳユアサ（旧日本電池）勤務を

経て、2011年より向日市議会議員3期目。65才

向日市議会
開 会 中

「ＪＲ向日町駅周辺整備に関する市民アン

ケート」実施中（～9月15日まで）

■杉谷伸夫の一般質問は、

９月３日(木)午後３～５時頃

(内容は３面を参照）

向日市議会９月定例会
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3年前に向日市は、ＪＲ等との連携事業として①東西自

由通路と橋上駅舎、②東西駅前広場、③東口駅ビルを建

設する構想を発表しました。①②の事業を向日市単独で

実施するのは財政負担が大きすぎるため、東口にＪＲ等

の地権者による駅ビル建設を支援することで協力を得よ

うとしたものです。

そして今年2月に、36階建ての高層マンションと中低

層の商業ビルの検討案が議会に説明され、5-6月に市民

に公表、計画を進めるための手続きが進められています。

高層マンション計画は、こうした経過で出てきたもの

であり、向日市財政にとってメリットがありますが、一

方で景観への影響や高層マンションならではの問題点も

指摘されており、市民の懸念も理解できます。指摘され

ている疑問や懸念に丁寧に答え、市民の理解を得る努力を求めたいと思います。

８月下旬から「ＪＲ向日町駅周辺整

備に関する市民アンケート」を呼びか

けたところ、８月２７日までに街頭で

７５人、ネットで８３人、計１５８人

から回答・意見を頂きました。ありが

とうございました。概要を報告します。

ネットでのアンケートは９月１５日

まで継続します。ご意見をぜひどうぞ。

○向日市の駅周辺には、シンボルとなるものが絶

対必要です。

○東口開設のために駅ビルが必要なら仕方ない。

向日市にタワマンが似合わないとは思わない。

まちは変わっていくもの。新しい住民もあたた

かく受け入れていけばいい。

○今の駅の周りが寂れていて悲しい。賑やかな駅

前になってほしいから、早く進めてほしい。

○日本電産をまきこんだ向日市の経済の活性化に

期待する。

○まちが便利になって税収が増えるのは、いいこ

とだと思います。

○京都で一番高くなるのであれば、目立つと思う

しいいと思う。他の市ができないことをするの

はいいのではないか。差別化しないと生き残っ

ていけないと思うので。

○向日市の発展には絶対必要なこと。この計画の

成功がなければ、東向日界隈の賑わいがなくな

る。向日市全体に影響する。

●東口開設は賛成だが、１００ｍの高層マンショ

ンは唐突で、不安材料が多く容認できない。

●地震や洪水など災害多発の今、高層マンション

は時代遅れで人間の住環境に適しておらず自然

と共存できないと思うし、長い目で見るとコス

トが高くつくと思う。

●100メートルものマンションは高すぎる。向日

市にふさわしくないと思います。

●マンションだけが建って、周辺の環境とマッチ

するのかと思った時に馴染まない。マンション

だけがポツンと建っても賑わいにもならない。

●市を活性化させたいのなら、美しいまちなみを

めざすとか、ただマンションを売って利益を出

すやり方は昭和の考えだと思う。自然との共存

とか、5O年先の未来に残すのにふさわしいもの

だろうかと思います。

●計画そのものが市民に浸透していないことが何

より問題だと思う。いつのまにか計画がたって

いる。

ＪＲ向日町駅東口開設と高層マンション
これまでの経過と、市民アンケートの報告（データは次ページ）

主な賛成意見 主な反対意見アンケートより

アンケートは↓ 結果の詳細は↓
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新型コロナ感染症対策
ＰＣＲ検査の抜本的拡大が不可欠

新型コロナ感染症対策につ

いて、市民が国や向日市に求

める最大の要求は、「ＰＣＲ

検査の拡大」です。しかし検

査すらなかなかしてもらえな

い状態が今も続いています。

そんな中で、東京都世田谷区は大量検査でき

る体制をつくり、必要な人がもれなく検査を受

けることができること、そして医療・介護・保

育など接触しなければ仕事ができない人への社

会的検査を定期的に実施できるようにする「世

田谷モデル」を発表し、注目を集めています。

向日市長は、市民の要求にどう応えていくの

か、市長を考えを聞きます。

活 動 報 告

杉谷伸夫の

JR向日町駅東口の高層マンション
市民の懸念の声に答えること

ＪＲ向日町駅の東口開設と高層マンション計

画を進めるための手続きが進められています。

向日町駅の東口開設は多くの市民が求めていま

すが、高層マンションに対しては「まちの活性

化につながる」など歓迎の声の一方、「あまり

に高すぎる」など反対意見も多く、市民の声は

割れています。この構想は早くから出されてい

ましたが、市民に周知されていたとは言いがた

く、いざ「百メートル級の高層マンション」案

が公表されると、懸念の声が噴出しました。

ＪＲ等との計画の合意作りに数年を要した一

方で、市民の合意づくりの時間が数ヶ月と短か

すぎます。スケジュール優先でなく、市民の疑

問や懸念に丁寧に答えることを求めます。

生活保護ケースワーカー事件
若手職員のＳＯＳをなぜ放置したのか

昨年、向日市の若手職員が業務に関わって、

遺体遺棄に関わる事件が起きましたが、職員を

そこまで追い詰めた向日市生活保護行政の課題

を、市の設置した検証委員会が指摘しました。

しかし若手職員が「自己申告書」に自らが追

い詰められている窮状を訴え、異動希望を申告

していたのに、なぜヒヤリングもされず、何の

対応もなされなかったのでしょう？誰もが抱く

疑問に答えてもらいたい。そして市職員の皆さ

んが、市民に寄り添った仕事に専念できるよう

な、風通しの良い市役所組織にして頂きたい。

一般質問の予定

★杉谷伸夫の一般質問は９月３日（木）午後３

時～５時の間の見込みです（Youtubeで生放

映、および録画もその日の夜には視聴可能）。

ＪＲ向日町駅周辺整備に関するアンケート(中間結果)

高層マンション計画について この計画に対する賛否
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を全戸に配ったのは、500億円の税金の無駄と言

われたものだ。新型コロナ特措法に基づく緊急事

態宣言が４月７日から５月25日まで出され、大人

も子供も家に留まるようになり、テレワークが強

いられることになった。それに伴い生活保障、休

業支援が必要と、特別給付金が学生支援、家賃支

援、休業支援として出された。しかし昨秋の消費

税10パーセントにともない、人々の生活が貧困化

していたのが、一層加速することになったと思う。

2012年からの安倍政権は、医療、福祉、教育の

予算は削減する一方で、軍事費は増大して言った。

それに緊急事態宣言により、外需も内需も大きく

落ち込むことになり、税収も落ち込む中、財政危

機はどうだったのかと思う。

しかし注意しなくてはならないのは、自民党の

緊急事態条項法案が持ち出されようとしているこ

とである。この法案は、緊急事態においては立憲

民主主義を一旦停止し、政府への権限集中や人権

を制限し、国家の秩序を守るため国民を縛るもの

だという。憲法9条は変えられないが、解釈改憲

による条項の創設に注意しなくてはならない。権

力の暴走を止めることに目を凝らさねばと思う。

（2020年8月16日）

みかんとタオルで有名な愛媛県出

身です。学生インターンとして杉谷

さんの元で2ヶ月間勉強させて頂いています。私は

今大学一年生なのですが、入学後はコロナウイル

スの影響によりオンライン授業だった為、大学に

行ったことはありません。友達もおらず慣れない

京都の地でオンライン授業を受けることはとても

不安でした。秋からは予定通り進めば、オンライ

ン授業と対面授業の併用の予定なので、学校に登

校することができます。

私は食べることがすきなので、学食が何よりの

楽しみです。また、京都に来て早や半年が経とう

としていますが、たくさん驚くことがありました。

地元の家の近くにはコンビニは一つしかなかった

のですが、京都にはたくさんのコンビニがあるの

で、最近は様々な種類のコンビニに行ってコンビ

ニスイーツを食べることにハマっています。まだ

まだ不安なことだらけですが、楽しい大学生ライ

フを送れたらいいなと思っています。 (MYU)

７年半

安倍政権の終末は

安野 洋子

６月16日に国会が閉会してからの安倍首相は何

をしているのだろう。第二次のコロナウイルスの

波がきているというのに。全く知らぬ存ぜぬのよ

うではないか。国会閉会中の委員会には一度も出

席しない。野党の臨時国会召集の要求も無視して

いる。憲法53条を何と思っているのか。腹立たし

いのを通り越し、こんな首相に７年半政治を任せ

ていたのかと思うと、情けなくなる。

コロナ対策での安倍首相の第１の失敗は、２月

17日に専門家の意見も聞かず、学校に臨時休校す

るよう要請したこと。これに99%の学校が従った

が、感染症対策とはいえ子供の学習権を侵害した

ことは問題を残すことになった。それに「アベノ

マスク」2枚ずつ、子供用のような小さいマスク

「杉谷議員事務所でインターン

をしている京都大学理学部の...」

と言うと、しばしば「理学部なのにどうして？」

と聞き返されます。気になって調べてみたところ、

京大理学部出身の国会議員はいないようです。確

かに周りの数少ない学友を見ても、政治より相対

性理論を好む人が多そうです。

恐らく、官僚や議員は、ずば抜けて文系学部出

身者が多いはずです。だから世の中は文系が有利

で、理工系の研究費削減で科学立国ニッポンは風

前の灯火なのかもしれません。概して、物事を決

める側の人間は、自分の立場を様々な属性の人々

の立場に置き換えて物事を考えるべきです。特に、

今日の大学運営をする者たちは、小中高生が以前

の学校生活を取り戻しつつある中、後期も一日中

画面上での授業を見続けなければならないことを

通告され、サークル・クラブ活動は先行き不透明

の学生生活を送るのが自分だったらと考えたこと

があるのか？とても気になる昨今です。 (KAZU)


