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　市税収入の減少や財源不足であることから事業の見直しや市民負担も避けられない状況ですが、

それ以前に行政内部の改革は急務であることは言うまでもありません。
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㈰について早急な廃止を求めたとこ

ろ、「組合に提案し、現在交渉中」との

こと。㈪の全員が対象となる点につ

いては、担当部長自身「問題」である

と認識し、内部検討が必要との答弁

でした。改めて市長へも制度廃止を

訪ねると「ご指摘の方向に向けて努

力する」にとどまり、民間感覚からか

け離れていると言わざるを得ません。

組合側は、「退職金そのものであり手

当ての上積みではない」との主張。今

後も廃止に向けて取り組みます。

　現在市では、各部からの個別事業

積み上げ方式で査定し、予算編成を

行っています。今回の一般質問では

来年の予算編成に向けて、各部で責

任を持って予算編成する「各部への

枠配分方式」の導入を新たな内部改

革の一つとして提案したところ「他

市の実情も調査し検討課題とする」

とのことでした。

　子どもを取り巻く環境、家庭・教師・

地域などに働きかけ、問題解決を目

指すためにスクールソーシャルワ

ークの検討を。教育長は「必要がで

てくるであろう、教育長会でも発言

したい」旨の答弁でした。また現場

の先生だけで抱え込まないように、

虐待等に対応するため「子供家庭支

援センター」で実施している「ケー

ス会議」（保健福祉医療関係者で構成）

が有効に活用されるよう求めました。

　いまだに改善されていない退職金に上乗されている手当てについて質問

しました。国分寺市では、退職時に支給される一時金として退職手当て（い

わゆる退職金）があります。更にこれに「退職時特別昇給」等の手当てが加算

される制度があり、まさにお手盛りと言えます。（下図参照）

「退職準備セミナー」を1
日受講すると昇給月が早ま
り、1号級昇給。
Ｈ４年に退職金引き下げの際に

導入された制度で、経過措置の

後Ｈ７年より支給。

1
退職時特別昇給
20年以上勤続で2号昇給
勤務評定などを元に勤務成績に応じて、通常15

％を超えない範囲の対象者が昇給できる制度。

国分寺市の場合、勤務評定や試験制度がなく、

勤続年数のみで自動的に全員対象となります。
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①のみで約15万円
約50万円退職金に上乗せ支給

国分寺市のH14年度退職手当て支給モデルの一例

510,700円
部長職
40年勤務 （給料月額）

＝32,020,890円
（最高限度支給率）

+ ①と②の合計で3号級昇給

62.7ヶ月×

教育にソーシャル
ワークの視点を

予算の枠配分方式
導入を

退職手当「お手盛り昇給」廃止すべき
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民間研究会の調査報告では、PFIは現在発展途上であるということです。文化会館議案は再提案される予定ですが、カネ・ヒト30年間ついていけるの…？

［計画・実行・評価・改善］の視点で税金の使い方をチェックする！

市側の答弁

わかりやすい資料提供と情報を！

　平成14年度の決算審査が9月22、24，26日の3日間行なわれました。
�皆川りうこは委員としてH14年度の市の予算がどのように使われたのか全般にわた
り、厳しく審査しました。発言の一部をご紹介します。既に執行されたとしてとかく決算
については軽視されがちですが、来年の予算編成前であればこそ問題・不備など指摘し
　　それに向けて対応することが重要です。

嘱託職員の人件費で、一人当たり264万円と記載されてい

るが、嘱託職員によって日数など違うので額も違う。実態に

合った数字を。

検討する。

市側の答弁

補助金・委託費の見直しはされているのか
社会福祉協議会・サービス協会等市の関連団

体の補助金が見直されている。シルバー人材

センターの職員人件費についての見直しがな

されたのか。

まだ具体的な検討はしていないが、事務局

長の給与については、市の給与体系になる

よう減額の方向で検討する。

市側の答弁高齢者の生きがいセンター事業の介護予防施

策事業をNPOや社協、市民などに委託している。

講師料にばらつきがあるが基準を設けて講師

料設定をしてはいかがか。

基本は５千円。もっと安くてもいいと言う人。

それ以上必要と主張する人様々。努力はし

ている。

市側の答弁年齢別職員構成表は４歳刻みではなく毎年の退職者数がわ

かるように、１歳ごとの表示を。 前向きに検討する

市側の答弁

市民への対応改善を
職員の接遇研修の実態はどうなっている

のか。 入職４年目の職員を対象。ためになる研修だ。

市長の答弁９月１日号の市報で、接遇について前年度を上回る苦情が

寄せられたとのこと。お店なら選べるが、市役所は選べない。

対応改善を！

尚一層気を引き締めていき

たい。

市側の答弁もとまち地域センターは、10年間の賃貸借契約になっている。

「契約を解除するまで」と言う曖昧な記載ではなく、借りる

期間、金額を予算編成の段階で明記すべき

きちんと明記したい

（研修実態と現状が乖離する事がない様、対応を求めました）
かいり
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100人削減をいうなら、今日にでも退職手当は廃止すべき！

　今議会に提案した文化会館契約に関する議案に対して、

学園跡地周辺特別委員会で契約内容・金利・人件費算出根拠

など事業者側に有利である点が指摘され、市長は契約を見

直し再提案するとの事で議案を「撤回」しました。

　成立すれば30年間で約126億円の債務負担が生じること

になり、毎年一般財源からは約5億円の支出となります。4小

建設、国分寺北口再開発、文化会館などを含む、市が予定し

ている様々な事業は総事業費約516億円ですが、18年迄で約

128億円近い大幅な財源不足も予測されています。

　今、市の事務事業の見直しがなされていますが、合わせて

大型事業を中心に財務支出が可能かなどの根本的な検討が

必要と考えます。そして、環境・子育て・教育・介護問題と課

題が山積する中、政策の優先順位の明確化が急務です。

　建設委員会では、来年の1月から値上げとなる下水道料金改

定議案に対して、「市民負担の前に行政内部の改革を具体的に

示すように」との指摘を受け、議案が一時保留になりました。

　再度開催された同委員会では、市長より「16年から20年ま

での5年間で職員削減100人」との方針が示されたのです。し

かし市では、5年間で151人の退職者が予定されており、退職

者不補充により100人の削減は可能です。経営努力による削

減なのか、自然退職による数字なのかの根拠が不明確です。

　財源が厳しい中、人件費の抑制は緊急課題であり、市民負

担は避けられない状況ですが、この削減数字はとにかく議

案を通したいが為の思いつきとも思われます。また巨額支

出の大型事業継続のままでの値上げは到底市民に納得が得

られないと判断し反対しました。

　　　　市民文化会館（総事業費約193億円）、
契約に問題ありとの指摘で議案撤回

「大型事業継続」で「思いつき改革？」の

下水道料金値上げに疑問

PFI方式

市側の答弁

庁内に分権意識はあるか？
H１２施行の地方分権一括法ではこれまで国の出先機関として自治体に

仕事をさせる機関委任事務が廃止された。以前より指摘しているが、事

務報告書に「機関委任事務」との記載あり。速やかに改善を。

改善します。

市側の答弁

予算計上の時点でのミス！
環境基本計画、条例策定事業がＨ１３，１４，１５の３年間

で実施されることになっている。３年間の財源の根拠が年

度によって異なっている。

環境と財政との調整ミス、

市側の間違いだった。

市側の答弁

財政の厳しい時こそ、大胆な発想と事業の見直しを
銭湯活性化事業推進の一環として、介護予防の

ためにも銭湯でのデイサービス実施の検討を。 新たな活用策が実現できるか検討したい。

市側の答弁

横の連携で子ども虐待への対応を
歯の予防検診などから子どもの虐待を発見す

る場合がある。子ども家庭支援センター事業

と健康推進課事業のPRなどタイアップしな

がら進めるべき。

母子保健事業が見直される中、特に子ども

の虐待は大きな課題。連携しながら進めて

いきたい。

市側の答弁財政が厳しい今だからこそハコモノ建設は慎重にすべき。

保育園と元気高齢者対象の複合施設を大胆に見直し、待機

児解消のため緊急に必要な保育園のみにしてはいかが。

決算は「認定」といたしましたが、全体を通して庁内縦割りが起因しての事務上のミスが目立った点では、市側への猛省を強く訴えました。

変更できない（市長にも求め

たが、担当のいう通りとの事）



健康には歩くのが一番。「歩き・み・ふれる歴史の道」11キロに挑戦します。

　皆さんとともにまちづくりを考え

ていきたいと思います。今後とも皆

様からのご意見、ご提案などお寄せ

いただきますようお願いいたします。
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古紙配合率１００％再生紙を使用しています
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「あるべき裁判員制度の実現に向けて、司法シンポジウム」

日比谷公会堂

　　　　　自治体政策講座「自治体改革はできるか」 

松下圭一氏他６講座

中野区個人情報保護審議会傍聴

文教委員会　

武蔵国分寺跡開園記念行事／第３回リロード・フォーラム

社会的ひきこもりを考える集い

ごみ・リサイクル等特別委員会

　　　　　自治体政策議会　ゼミナール

　　　　　チャレンジドジャパンフォーラム

　　　　　国際会議ＩＮちば 幕張メッセ

北の原地域センターまつり

　　　　９月定例議会

自治体政策研究会「ガバナンスと政策」竹下　譲氏

体育大会開会式／けやきの広場　

男女平等条例学習会　立川女性センターアイム

敬老会

防災ひろば／被害者支援セミナー学習会

障害者運動会／リサイクルまつり

青少問題協議会　東京地方裁判所　裁判傍聴

すまいる 講演会「がんばりすぎない介護」 別府明子氏

わが国のPFI実施案件の全容と今後の発展に向けた問題提起

市民福祉講座　「自己選択・自己決定を支える支援費制度」

国分寺駅特別委員会　傍聴

"Let's"の会

北上ふるさと会

ごみ、リサイクル等特別委員会視察　川崎市 昭和電工（株）

　いきがい・いきいき・シルバー…、

高齢者だけ特別、いかにもお役所感

覚の名前、ハコモノは好きじゃない。

60歳すぎてもみんな元気、おしゃれ。

市は介護で大変な人のために仕事し

てほしい。　　　　　（M.Ａさん 60代）

自力・自立して暮らす

26日（土）～28日（月）

11日（月）・12日（火）

21日（木）・22日（金）

2日（火）～30日（水）
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議会運営委員会では

TEL/FAX 042(324)4442

E-mail : riuko@din.or.jp
TEL 042(324)7181

連
絡
先

�最終日の議会運営委員会では、朝

日新聞に掲載されたA議員の記事

について議論となりました。国分

寺市議会の情報公開に関して事実

誤認があり、本人より陳謝がなさ

れたのです。掲載内容のさらなる

情報公開推進という主旨は基本的

に理解できるものです。であれば

こそ、この件は先ずは自ら議会内

部への提案等、働きかけをすべき

でした。

　これまでも当市議会では開かれ

た議会・市民の立場に立った運営

を基本に情報公開に取り組んでき

ました。一日一委員会制を実施。

他の議会に例を見ない「代表者会

議等全て公開」は画期的と言えます。

今回の「記事掲載先行」は、今後議

会改革を進めていこうという姿勢

に疑問を抱かざるを得ない残念な

行動だったと言えます。

議会改革は自ら提案を


