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市民が主人公
（無所属市民派　市長選報告）

選挙前から新聞各紙もと副市長問題が争点だと記

事にしました。一方、大坪市長は日野市青年会議所

主催の公開討論会に欠席を表明するなど争点ぼか

しの姿勢は歴然としていました。

　３月議会で公文書から、たかはた保育園閉園に伴

う新園建設問題に大坪市長が関与し、疑惑の中心

選挙戦では、不正を正しクリーンなまちをつくること、

コロナ禍で、公共事業箱物優先の市政から市民の

命と暮らしを守る市政へ転換することへも支持が広

がり、市民が前に出て選挙を担う新たな動きがつく

られました。終盤では立憲・共産・社民・新社・緑の

党などの応援の陣形が生まれ、市民と野党の共同

の運動が前進、自公支持者を含む広い層からも支

持をいただくことができました。

 必ず変える市政と議会を！ ３0188票  市民の思いと共に

市長選を終えて 今後の決意
　

   あと一歩の結果、1685票足りませんでした。

　　駅頭で結果報告のチラシを配ると、多くの皆様から

「惜しかった」「残念だ」「悔しい」「よく互角に闘った」「

今後に期待している」と言葉が返ってきました。私もまっ

たく同じ気持ちです。市民の皆様のこの声に応えること

こそ私の使命です。

市民と野党の共同候補・ 清水とし子さんを都政へ（4頁）

あるが精一　  ３０１８８票　

   大坪冬彦　   ３１８７３票

   （投票率41.55％  投票数63519）

議会内外の市民の運動が元副市長問題を選挙争点に
にいることが判明していましたが、選挙期間中、大坪

陣営は「悪いのは河内氏で大坪市長は悪くない」と

か私たちの主張に「フェイクだ」と言い訳をしました

が、大坪氏こそ嘘をついているのです。議会での追

及、市民の裁判闘争、疑惑究明の大運動が元副市

長問題を市長選の最大争点に押し上げたのです。

　大坪氏を支持した議員14名+（西野氏）とあるが

を支持した議員＋（清水氏・有賀）の前回市議選の

票数は約3対1。それが今回はほぼ1対1の票数にな

ったことにも示されました。

　大坪市長と議会は、疑惑究明にふたをすることはで

きません。市政・議会変革へと間髪おかずに取り組

み継続する決意です。

市民が選挙をけん引　運動広げ自公支持者にも共感



 　市民が主役の選挙運動  積極的に市民と対話 　市民が主役の選挙運動  積極的に市民と対話

  手弁当で集まる方々と行動していくうちに「有賀さん

を市長に」の思を強くしました。

　大切なビラを受け取ってもらいたくて、何時しか笑顔

で声を出してるこれまでとは違う自分がいた。市民の

反応を手応えとして感じた時に私は冷めていた身近

な市政への期待を強くもてた。（八王子市　Iさん）

  あるがさんの誠実なお人柄と熱意を感じます。選挙

活動中のお姿に、おもわず手を振ってしまいました。人

としての正義が消えないように…　子どもたちの未来

のためにも、“がんばってください”負けないで！

   願いはきっとかないます。応援しています。

（大坂上・Hさん）

  有賀さんに初めて会ったのは、3市合併ゴミ処理施設

反対の場でした。　そして、私が反原発集会で東京電力

本社前に行くと、そこにも、いつも居る有賀さん！ 

　生活に根ざし、市民感覚が有り、前向きな、やる気のあ

る人だと実感しました。 この人に、引き続き市議会議員

を続投してほしいと思い、応援を始めました(2018)。今

回の市長選では、いろいろな素敵な方とも交流でき、楽

しく張り合いのある時間を過ごせました。 （落川　Sさん） 

 自分のやれる範囲で電話かけ、街頭宣伝、デッキカーか

らの手振りをお手伝いし、その日の夕食時の話題となり、

自分の経験したことを家族で共有できました。家族にと

っても選挙が、政治が身近に楽しく感じれたようです。市

民の力が集まって、政治がつながると、実感する時間で

した。この熱が拡がりますよう。（東平山・Tさん）

　　連日ウグイスをしていただいた方から　　

　　　　　　　　　　　「上級国民」って何やねん？

　　池袋で暴走事故を起こした犯人(加害者）が元・官僚

ということで、メディアが上級国民と表現し、この言葉を

知り非常に違和感を覚えた  今、又コロナワクチンを優先

摂取している企業や自治体トップがいる。

　これも上級国民だから？ざけんじゃねえよ　国民に上級

も下級もない、皆平等だ。こんな言葉が自由気ままに闊

歩したえらいこっちゃ　こまりますわ。（多摩平・Aさん）川田龍平さん（立憲・参議院議員）と

  4月17日 　雨の中みんなでがんばった

  女性デー　多くの弁士が応援演説

  スポット街宣へ　いざ出陣！

   市民の皆様と街頭で対話を重ねました
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   一票の差でも有賀さんに勝って欲しかった。私は、

ごみを減らす活動をしています。地域の生ごみを回

収し、畑に直接投与して堆肥にし野菜や花を育てて

いるせせらぎ農園（コミュニティ農園）で作業していま

す。日野市はこの活動を認めながらもお金がないこ

とを理由に、畑を残すことをしませんでした。（区画整

理事業のため今年いっぱいの活動で終了する）大坪

市長が、河内元副市長に私達市民の税金を不正に

使ってきたことを私は許せません。大坪市長は、責任

を取ってやめるべき人です。(東豊田 Tさん）
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　市民原告35人が今、日野市に対して①日当6万円のヤミ手当を含む日野市立病院が元副市長に払っ

　た給与全額の返還等を求め３件②川辺堀之内土地区画整理組合に総額4億1,100万円を支払った助

　成金全額の返還を求めて１件　計４件の住民訴訟をしています。

　　河内氏が市立病院に臨時職員として勤務した際

に雇用・給与支払い・管理監督などを含め３件の

訴訟が進行中。そのうちの１件について述べます。

　 河内氏に支払われた報酬の中でも日額給6万円

（契約した給与と別に月額48～60万円のヤミ手当

のごとき給与が支払われていたこと）は重大です。

裁判で、市側は何ら問題がないといっているので

す。しかし、決裁文書すら出てこない異常な支払い。

大坪氏の名前で支払っていたのですから、市長自

ら裁判の場で何の目的でどのような手続きで日額

給が支給されたか証言していただかなければなり

　　税金の私物化を許さない日野市民ネットは、市民原告35

名が日野市（日野市長ら）を相手取り闘っている住民訴訟の

意義を市民に伝え、虚偽・詭弁を繰り返し、情報公開を拒む日

野市政を変えるため、裁判支援・宣伝等に取り組んでいる団

体です。闘いへのカンパをお願いします。

　大坪市政のうそごまかしを許さない　
　　　元副市長問題 住民訴訟　取組みについて

  日野市立病院関連 ません。

※最近市側から出された準備書面では、日野市は

日額給について口頭で支払うことを確認したと述

べています。しかし昨年１０月段階で日野市はこの

問題の調査の打ち切りを宣言し、だれが決裁した

かわからなかったと言っているのです。口頭で確認

したというからにはその人物が誰か分からなければ

言えないことです。虚偽に虚偽を重ねる事態になっ

ているようにも見えます。いずれ法廷で真実が明ら

かにされることになります。

　第８回口頭弁論（東京地裁）

７月１３日（火）11:00～　803号法廷

  区画整理組合関連
　　日野市から川辺堀之内土地区画整理組合に提

供された4億1100万円の助成金は市の助成金要

綱に照らしても問題があり、返還を求めているもの

です。当初日野市は、助成金の支出は適法である

と主張していました。

　　昨年、組合自身が河内氏を訴えて、払った報酬

の返還を求める民事裁判を起こすに至り、助成金

そのものへの疑惑が深まりました。　ご存知の通り、

　　助成金をだまし取ったとして、日野市が河内氏を

告発し、2月17日逮捕されることになったのです。

日野市自身が自ら助成金に問題があったことを認

めることとなったのです。

　　ところが驚くべきことに、大坪市長は4/1広報ひ

のを通じて「組合へ助成金の返還を求めます」と宣

言しながら、市長選の最中の4月15日の口頭弁論

で、裁判所に対しては返還を求めるか否かの明言

を避けているのです。

　第４回口頭弁論（東京地裁）

７月６日（火）11:00～　703号法廷

 山口俊樹弁護士からのコメント
　　日野市立病院の訴訟は、法的な争点が多岐にわ

たるため、裁判所、日野市の代理人、当方の三者で

争点整理を行っています。争点整理が進んだ段階で

今後の立証計画（証人として誰の出廷を求めるのか）

を確認し、証人尋問に進む予定です。

　 川辺堀之内土地区画整理組合関係の訴訟は、河

内氏の逮捕・起訴を受け、日野市が当方の請求をど

こまで認めるのか、資料をどの程度家事するのか、が

現在問題となっています。日野市が当方の主張を無

用に争うことのないよう期待します。

 住民訴訟カンパのお願い

　振込先:ゆうちょ銀行

　　　11360-12707671

  税金の私物化を許さない日野市民ネット
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   ３月初めに市議会議員を辞職しました。これまで供託して
きた総額は左の通りの額です。供託金は日野市において選
挙に立候補する意思がある場合は寄付ができません。
　　日野市で選挙による職に就かないことを決めた時に、日
野・市民自治の町をめざす会の皆さんに相談し寄付の具体
化をしていく予定です。

  清水とし子さんを応援します
　　先日、「清水とし子さんを都政へ」市民応援団が

結成されました。応援団は清水とし子さんが共産党

の予定候補者であると同時に市民と野党の共同の

代表であることを評価しています。大河原まさ子衆議

院議員（立憲）、福島みずほ社民党党首、あるが精一

も応援しています。

　市民の声を都政に届けるため市長選で広がった市

政刷新の声をさらに大きなものにしようと応援団は活

気に満ちています。

　市民の多くが今の都政に求めるのは、都民の命とくらしを最優先して新型コロナウイルス感染症の拡大

を止めることに全力をあげることです。

　しかし、国も都もオリンピックの開催をなり振り構わず強行開催しようとしています。議会も同様にこれに

追随しています。自民、公明、都民ファに厳しい審判を下し、都政を変えるチャンスです。

　同時に元副市長問題は区画整理組合や保育園新設関連して都の認可・監督が問われる問題です。残

念ながら日野選出の２名の議員（都民ファ・自民）は都議会で、一切問題を追及していません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水とし子さんはオリンピックを中止してコロナ対策　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である公衆衛生・保健所の復活、医療の充実に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り組むこと、元副市長問題でも都の責任を追及し                     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て行くことを政策に掲げています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あるが精一・めざす会は結成された応援団に入り、　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市民と野党の共同の代表として清水さんを都政に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送り出すために全力で取り組みます。5月29日に開　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   催しためざす会臨時総会でも清水さんにご挨拶を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頂きただき支援を決めたところです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆様にご支援ご協力をお願いする次第です。

 
　 供託額総計
　2045万9054円

  都政を変えるチャンス 　東京都議会議員選挙　告示：６月25日  投票：7月4日

　　5月29日　めざす会臨時総会にて
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挙に立候補する意思がある場合は寄付ができません。
　　日野市で選挙による職に就かないことを決めた時に、日
野・市民自治の町をめざす会の皆さんに相談し寄付の具体
化をしていく予定です。

  清水とし子さんを応援します
　　先日、「清水とし子さんを都政へ」市民応援団が

結成されました。応援団は清水とし子さんが共産党

の予定候補者であると同時に市民と野党の共同の

代表であることを評価しています。大河原まさ子衆議

院議員（立憲）、福島みずほ社民党党首、あるが精一

も応援しています。

市民の声を都政に届けるため市長選で広がった市

政刷新の声をさらに大きなものにしようと応援団は活

気に満ちています。

　市民の多くが今の都政に求めるのは、都民の命とくらしを最優先して新型コロナウイルス感染症の拡大

を止めることに全力をあげることです。

　しかし、国も都もオリンピックの開催をなり振り構わず強行開催しようとしています。議会も同様にこれに

追随しています。自民、公明、都民ファに厳しい審判を下し、都政を変えるチャンスです。

　同時に元副市長問題は区画整理組合や保育園新設関連して都の認可・監督が問われる問題です。残

念ながら日野選出の２名の議員（都民ファ・自民）は都議会で、一切問題を追及していません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水とし子さんはオリンピックを中止してコロナ対策　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である公衆衛生・保健所の復活、医療の充実に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り組むこと、元副市長問題でも都の責任を追及し                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り組むこと、元副市長問題でも都の責任を追及し                     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て行くことを政策に掲げています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あるが精一・めざす会は結成された応援団に入り、　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市民と野党の共同の代表として清水さんを都政に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送り出すために全力で取り組みます。5月29日に開　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   催しためざす会臨時総会でも清水さんにご挨拶を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頂きただき支援を決めたところです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆様にご支援ご協力をお願いする次第です。

　 供託額総計
　2045万9054円　2045万9054円

    都政を変えるチャンス 　東京都議会議員選挙　告示：６月25日  投票：7月4日

　　5月29日　めざす会臨時総会にて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である公衆衛生・保健所の復活、医療の充実に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り組むこと、元副市長問題でも都の責任を追及し                     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て行くことを政策に掲げています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あるが精一・めざす会は結成された応援団に入り、　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市民と野党の共同の代表として清水さんを都政に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送り出すために全力で取り組みます。5月29日に開　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   催しためざす会臨時総会でも清水さんにご挨拶を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頂きただき支援を決めたところです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆様にご支援ご協力をお願いする次第です。

　応援団事務所地図

　　　振込先:ゆうちょ銀行

　　　 　00100-7-418241
　市民自治の町をめざす会

　　　みずほ銀行　日野支店

　　　　　普通：2605221
 あるがさんと共に市民自治の町をめざす会

日野・市民自治の町をめざす会への寄付のお願い日野・市民自治の町をめざす会への寄付のお願い


