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ほっとらいん

一水

新年明けましておめでとうございます︒幾多の災害
がたて続いた昨年二〇〇四年でしたが︑それを乗り越
えてめ でた く新 年を 迎え られ まし た皆 様に 心か らお
喜びを申し上げます︒
皆様方のお支えで︑私も今年は国会議員として十年
目の節目を迎えました︒これを機に︑一層郷土熊本と
国家の ため にが んば るこ とを お誓 いを 申し 上げ たい
と思います︒
改革という旗じるしのもと︑さまざまな議論と取り
組みが始まりました︒三位一体︑郵政︑あるいは特区
構想を含む規制改革︒自分自身国会の議論の中で︑そ
れらのものと関わっていく中に︑改革自体の重要性は
認めながらも︑やみくもな規制緩和などは大型店舗法
にみるように︑地方発展の足かせにもなることも多い
という こと など に︑ 十分 な注 意を 払っ てま いり まし
た︒昨年の補助金と地方交付税の削減論に見られたよ
うに︑本当に国と地方の両方の視点で全般にわたる気
配りと目配りをし︑政治の最大の役割であります国民
生活の 安寧 を守 りな がら 改革 をは かっ てい くと いう
役目を政治が果たさなければなりません︒急激な改革
あるいは独断先行的な手法は︑本来の改革を破壊へと
結び︑独裁へもつなげてしまいかねない危険性をはら
みます︒
熊 本 の立 場に おい ても また そう であ ろう と強 く 感
じております︒それらの状況をしっかり把握し︑大地
に足を踏ん張り︑あくまで現場と国民県民の視点にた
って︑三浦一水は今年一年また政治活動にあたってま
いります︒
年頭にあたり︑ご支援いただきます各位の心からの
ご多幸 とご 健勝 をお 祈り 申し 上げ まし て一 言念 頭の
ご挨拶にかえさせていただきます︒
参議院議員 三浦

新 春 対 談

質問者：三浦一水

和田秀雄︵前熊本県農政部長︶

河村 修︵山鹿市長︶

池田秀男︵熊本県議会議員︶

対談者

にお尋ねした︒

の課題と抱負を前熊本県農政部長和田秀雄さん

男県議共々に︑新山鹿市スタートについて︑そ

て重要な役割を果たされる河村修市長︑池田秀

︱ 新山鹿市誕生の前夜に︑県・市政におい

11月 30日 理事を務める参議院外交防衛委員会において、対中 ODA、靖国参拝問
題などの日中関係、自衛隊員 4 万人削減案とも関連する新防衛基本計画などについ
て、町村外務大臣、大野防衛庁長官などに質問。
＜第 34 委員会室＞

三浦一水︵コーディネーター︶
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いっすい

ご 挨 拶

※参議院外交防衛委員会は、伝統的に国会両院で唯一、
質問者と答弁者が座ったまま質疑を行う。

様々な思いが交錯し︑布団の中で涙

した︒新しい挑戦について考えた時︑

田食堂の八番目の子として生まれま

︵和田︶私は山鹿の大宮通りで︑和

決意の動機を伺いたいのですが︒

鹿市に︑新たな情熱を向けかえるご

辞されたと聞きます︒あえて郷土山

月に県の農政部長を

す︒和田さんは︑今年３月の定年を

︵三浦︶まず和田さんにお尋ねしま

に活かして欲しいですね︒

いったものを最大限新山鹿市のため

県庁時代に培った豊富な人脈︑そう

会議員︑国の機関︑県議をはじめ︑

県のサポートや連携が重要です︒国

しかし︑厳しい財政の中では︑国・

積極果敢に進めなければなりません︒

の新市建設計画の事業については︑

要職を務められました︒人口６万人

いは東京事務所長︑また農政部長と︑

あるいは商工観光労働部次長︑ある

本県政の中枢で︑企画開発部次長︑

︵河村︶︒和田さんは︑今日まで︑熊

市民の生活向上のためには︑
今以上

ていかなければなりません︒
職員も

し︑やはり地方行政自らがリードし

で︑首長の責任は非常に大きくなる

︵和田︶当然︑地方分権の流れの中

持ちですか︒

きた立場から︑どのような考えをお

ます︒この点は地方自治に携われて

権限にあわせて責任もまた更に増し

知事にしても︑市町村長にしても︑

と思います︒そうなると︑都道府県

ればならない部分が相当増えてくる

り︑地方自治体で裁量していかなけ

らに強まります︒税源の移譲に始ま

︵三浦︶三位一体の方向性は今後さ

にいかなければなりません︒

きちんと国に対して取るものを取り

離さないという話になれば︑まさに︑

という姿勢で︑やはり既得の権利は

地方公共団体は頼りにならないのだ

れながらも自分たちの権限を守り︑

国における各省庁があれだけ批判さ

︵和田︶全くそういうことですね︒

はいかがですか︒

思います︒その点︑和田さんの考え

度﹂が全くなくなるわけではないと

移譲ができて︑﹁国庫補助負担金制

地方が百パーセント納得のいく財源

︵河村︶三位一体の改革といえども︑

自治行政を進める必要があります︒

るだけ︑地方自治体が責任を持って

これまでの経験は自分の郷土に情

地方分権・主体的な山鹿

があふれて止まらなくなりました︒

︵和田︶国の動向および県において

の努力︑勉強をして︑市民との対話

はじめに

熱を燃やす為のものだったと改めて

の財政再建という状況は踏まえつつ︑

の中から︑自らの改革をしていく必

前に︑昨年の

思い︑すべてを生まれ育った新山鹿

地方分権の中で山鹿の主体的な活動

要があるのではないかと思います︒

生産への取り組みが出来︑将来の展

たい︒その中で︑農業者が充分に再

役割を果たしているかを大切に考え

域にとって︑もしくは環境にとって

柱になります︒地域農業がいかに地

域経済のまさに回転役として大きな

と考えます︒新山鹿市にとっては地

︵和田︶農業は国の基︵もとい︶だ

尋ねをしたい︒

た和田さんにどのようなお考えかお

販売に大きく関わりをもってこられ

について︑企画開発あるいは農産物

うテーマの中で︑農林業・地域振興

︵池田︶新山鹿市の経済活性化とい

新山鹿市の経済活性化

市にかけていきたいと決意しました︒

いうものを︑最大限度に実現してと

議会も市民の声を聞きながら︑行政

︵和田︶その通りで︑国の信頼を得

っています︒

の大きな論拠になっていくのだと思

おいて地方分権を推進していくため

力の向上は︑我々が逆に国の場面に

更に高めていくことです︒地方行政

た行政もそれに応えていく力を今後

のは︑議会が厳しく行政を攻め︑ま

︵三浦︶私も市民として期待したい

勝負です︒

ていくことを求めての︑まさに真剣

とによって︑全体の力が引き上がっ

と議会がお互いに切磋琢磨するこ

いかなければならないと思います︒
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さんとスクラムを組みながら︑対応

したが︑行政と農業団体・農家の皆

係者・デパート等と繋がりを持ちま

県東京事務所時代には多くの市場関

ていくかが大事だと考えます︒私も

量販店等との連携・パイプをつくっ

合︑農協と行政の連携や︑大都市の

それと︑今後の農業を考えていく場

の基本であると考えます︒

望がはかれる体制を敷くのが︑農政

為にも大きな可能性です︒いかに福

品の消費者として︑商工業の振興の

に売るかをはじめ︑新山鹿市の特産

レジャーのお客として農産物をいか

岡をいかに活用するか︑これは観光

熊本を足した人口に匹敵します︒福

人口を持ち︑これは鹿児島・宮崎・

みました︒福岡県は

熊本県の福岡事務所の創設に取り組

私は県の商工観光労働部次長時代︑

重な利点を活かしたいと考えます︒

万人を越える

をしていくことが重要です︒
商工観光業の振興
︵福岡パワーの取り込み︶
︵池田︶今後の商工業・観光の方向
性について︑お考えをお聞かせ願え
ますか︒
︵和田︶商工観光を考える時に︑新
山鹿市は福岡県と隣接するという貴

岡に向けて情報を発信するか︑そこ
がまず突破口です︒連携と活用を強
化したいと思います︒
それから︑新幹線の開通による流
入客を︑新山鹿市に回遊させる方法
を真剣に考えたい︒良質の温泉︑八
千代座︑
古墳群︑
新鮮な農林産物等︑
資源は実に豊かな新山鹿市です︒

このように︑客をつかみ︑回遊さ
せるための鍵︵かぎ︶は︑やはり中
心市街地の活性化です︒
行政力・リーダーシップ
︵池田︶この合併を機にして皆︑夢
と希望を持っている︒その中で︑新
市の市長には︑実践力が望まれる︒
実務的に１市４町の合併を確かなも
のに舵取りをして頂く︑将来のベー
ス︑基盤を作っていただく︒それが
一番だと思う︒それに期待をしてい
るのです︒
︵和田︶私は新市の基礎作りという
のは︑市民の皆さんとの対話に始ま
り︑議会との議論を尽くし︑行政と
してのあらん限りの力を市民の皆様
に提供していくのが一番大切なこと
と意識しています︒

︱ 対談を終えて

これからの地方自治が︑自主的な

政策立案能力を高めることとしなが

ら︑現実と厳しい財政運営の中で︑

国・県のエネルギーに加えて民間等

の︑充分に活用できる外部の力も合

わせて積極的に活用していく︑とい

う和田さんの姿勢が伝わった︒

和田さんは︑両刀が使える︑
﹁実行

の力﹂を持った人である︒地方行政

自らが主体的に取り組む自立の力と︑

国・県の活力を有効に利用する力と︑

両方を実行する力としてお持ちであ

ると感じた︒

コーディネーター

エピソード

昨年︑大分県で鳥インフルエンザ

が正式発表された時︑当時の熊本

県和田農政部長は︑その二時間後

には県対策本部を作り上げ︑初動

を終えた︒それは現場の大分県よ

り早い対応であった為︑ＮＨＫの

全国放送には︑熊本県の対策本部

が報道されるという出来事となっ

た︒危機にそなえての準備をおこ

たらず︑住民の安全を守り抜く︒

和田氏の信念に基づく行動のすば

やさ︑そしてリーダーシップが︑

そこにあることを知るエピソード

である︒
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台風 18 号来襲後、県下の農業被害を中心に 7 日間かけて視察。落葉果樹
（梨・栗等）やデコポンの果実の落下した様子、干拓地の実が入らないもち米
の穂が 60ha にもわたり茶褐色化した状況、メロンの全滅、いずれも悲惨な状
況を目の当たりにし、心が痛みました。天災融資、復旧予算、共済による救済
など、今回の台風被害対策に万全を尽くすことはもちろんですが、災害多発
地とあきらめることなく、日頃から治山治水を治政の要として取り組み、国民県
民の生命財産を守っていくことに飽くなき戦を続けなければと強く思いました。
写真は、キャベツ畑（上）とビニールハウス（右）の被害状況の確認。
＜上益城地区＞

9 月 26日 アテネ五輪で見事金メダルを獲得した、柔道男子 66ｋｇ
級の内柴正人選手の祝勝会に出席。対中 ODA の視察先の中国貴
陽市のホテルのテレビ越しに応援した内柴選手の、金メダル獲得ま
での苦労話・裏話などを拝聴し、「本当に金メダルがとれて良かった」
との思いを新たにした祝勝会でした。
＜熊本市内ホテル会場＞

11月 22日 参議院災害対策
委員会のメンバーとして、大規
模噴火から約 4 年が経過した
三 宅島の復 旧状況を視 察。
往復に は防衛庁の ヘリコプタ
ーを使用。
＜東京都三宅村＞

11 月 2 日 東京の大田市場にて行われた、県産みかん「豊福」の
初せりに、県果実連理事として参加。台風被害も大きく、なんとか迎
えた初せりでしたが、今後の出荷状況・価格推移など注意深く見守
りたいと思います。
＜東京中央卸売市場大田市場＞

「三浦一水」 政治活動ご支援のお願い
「三浦一水」の広範な政治活動を支える為、「政治資金」の
ご協力をお願い申し上げます。同封の振込み用紙をご活用
頂ければ幸いです。

個人献金： ２，０００円／一口
企業献金：１０，０００円／一口
三 浦 一 水 熊 本 事 務 所
〒862‑
0951 熊本県熊本市上水前寺 2‑
10‑
6
TEL (096)382‑3737 FAX (096)382‑
4300
E‑
mail: m‑
kumamoto@muc.biglobe.ne.jp

＜ 案 内 図 ＞
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