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　頻発する犯罪・年金等社会保障

や財政問題・食の心配…。と国内

外では暗い話題で生活の不安は増

すばかりです。国分寺市において

も厳しい財政状況の中、介護・子育

て・環境・大型事業と課題が山積し

ています。

　しかし、歳入が見込めなくなった

今日、新たな事業を実施するには

従来の事業の縮減・廃止により財

源の捻出が必要です。「あれもこ

れも」から「あれかこれか」の優先

順位と選択の時代です。

　また、分権時代に即した「役所づ

くり」も重要です。行政運営の問題

点は、自治体特有の内部環境と自

治体を取り巻く外部環境の変化と

のギャップにあると言われています。

環境変化に応じたサービスを展開

するため行政内部の改革が急務で

す。

　今年も皆様の声を真摯に受け止

め、将来を見据えた市政運営に向

け取り組みます。

皆川りうこ
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国分寺市東恋ヶ窪６-７-３１

大型再開発事業、（仮）市民文化会館建設
財政は大丈夫か？ ～来年度予算編成に向け～

価格カルテル問題で排除勧告…

新日本製鉄がステンレス鋼板の販売で価格
カルテルを結んだとして、公正取引委員会か
ら独占禁止法違反で排除勧告を受けた。国分寺市議会議員　皆川りうこ

　９月議会以降、12月議会でも来年

度の予算編成に向け市財政がこのま

まで大丈夫なのか議論されてきまし

た。特に２つの再開発事業、西国分寺

東地区再開発地内に建設予定の（仮）

市民文化会館（予定契約額約115億円）

と国分寺北口駅再開発（総事業費約

515億円）については、どちらも巨額

な財政支出を伴い、他の事業への影

響等心配があります。

�以前より２つの事業の同時進行は、

財政悪化になるので避けるべきとの

指摘もあり、今議会までにも財政負

担を軽減するための検討がされてき

ました。

　国分寺北口再開発事業について、

市長は10月に担当委員会で「現計画

を圧縮して財政負担の軽減策を検討

し、全体の財政フレームとあわせ12

月議会に改めて示す。」と述べてきま

した。しかし報告書では「制約がある

中で具体的な縮減額が明らかにでき

ていない」、更には１台約815万円と

言われる駐車場の問題についても「再

開発地区内で台数を減らし、その分

地区外で確保する」という案は「この

縮減額もまだ検討中」とのこと。また、

文化会館建設についても建設費の削

減案が示されたものの、12月に入り

事業予定者が価格カルテル問題で排

除勧告を受けた報道があり、議案は

棚上げ状態のままです。

　このように財政負担が懸念され検

討してきたにもかかわらず、具体額が

明示されないまま12月議会が終わり

ました。財政負担を避けるための決断

がない以上、この２つの事業の同時進

行は避けられない事態となります。

　再開発事業やハコ物建設は、将来

の国分寺のまちづくりに大きく作用

するものです。そのためにも市は、信

頼される情報を提供することが重要

です。今後とも実態の透明化と説明

責任を求めていきます。

将来を見据えた市政運営を！将来を見据えた市政運営を！将来を見据えた市政運営を！
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環境基本計画懇談会の本多公民館会場では、参加者2人でした。呼びかけが足りないのか？「市民参加」が「アリバイづくり」になるのではないか、気になりました。

一般質問一般質問一般質問

国分寺北口駅再開発、
新たなまち再生の視点での
抜本的見直しを

早急に財政フレームを
見直し、説明を

　

　交通混雑解消・周辺道路整備・商業地の整備のた

めにも、駅前整備は進めなければなりません。市は

現在、特定業務代行方式により民間から提案を受

けて事業を進める予定です。

　一方、将来のまちづくりを民間に委ねてしまわ

ないように市の主導で進めていく必要があります。

課題整理を含めて、悔恨を残さないためにも慎重

に対応すべき立場から質問しました。

◆「借家人の一部を権利者に含まないまま10数年間経過してきた

ことは問題であった」との指摘に対して、担当は「一昨年からこれ

まで権利者として扱われていなかった40人一人一人に対応して

いる。」との答弁でしたが、他の権利者との情報のブランクがあり

不利な情況を生むのではないかという懸念があります。

◆都市計画マスタープランでは国分寺北口の将来像として「広域

的な集客力を持つ商業環境を育成し、多様な人々が交流できるま

ち…」と謳われています。現在の仮設定案では住宅中心の案にな

っていますが、整合性など問題はないのか。

　財政面での心配がある中、国分寺駅北口周辺特

別委員会に示す予定の財政フレームに関して…　

　その後（12月15日）、質問を受けて試算資料が提

出されました。

　「財政フレームと言っても事業にあわせて枠が

つくられるのではないか、つじつま合わせで枠に

はめようとするのではないか」と一般質問時点で

指摘したのですが、その後の試算数字では、国から

の財源、臨時財政対策債の代替を、限度額いっぱい

の18億円見込んでいます。ただし確定した数字で

はないため、楽観的な数字での枠組みとも言えます。

虐待の未然防止のためにも
…産後支援ヘルパー制度の実施を

　子供をめぐる事件が後を絶ちません。

�虐待に至るのは、子育てに対する負担・不安なども

原因の一つと言われています。子育ての孤立化を

なくし未然に防ぐ手立ても重要です。

［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！

市長の答弁

「S49年の市の基本計画に位置付けられ

て現在まで約30年経過した。都市計画決

定された平成２年当時に比べ、少子高齢

社会に突入するなど社会状況が大きく変

化し市民ニーズも大きく変わってきてい

る。この２，３ヶ月の付け焼刃的な検討で

はなく、今の時代から将来を見越し、まち

再生という視点で抜本的に見直してはい

かがか。」

「あくまで今あるのは仮設定案である。事業

者の提案を見たいので、根本的見直しはしない。」

政策部長の答弁

「委員会だけではなく全員協議会を開催し、

説明責任を」

「議会での様々な議論のなかから、２大事業

がどういう形でフレーム上位置付けられる

のか、政策部内で対応を含めて努力をお願い

しているところ。」

PlanPlan DoDo CheckCheck ActionAction
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事務の進行管理は
形骸化していないか

　市では毎年その年度の主要な事業を指定し４半

期ごとに各担当者から事業の進行状況が報告され

ます。15年度は再開発事業をはじめとして（仮）市

民文化会館建設事業・恋ヶ窪保育園複合施設建設

事業など11事業が指定されています。

�今回は、指定されて３年目になる環境基本計画事

業について聞きました。決算委員会、ごみリサイク

ル等特別委員会でも指摘しているように、予算の

財源の根拠が間違っているなどの執行上のミスが

見受けられます。

　今後、単に進行管理だけではなく行政評価制度

とも連動する事が望まれます。

　これまで一般質問等で皆川 りうこが市職員の退職時にお

ける「お手盛り手当て」を早急に廃止するように求めており

ましたが、15年度より退職準備セミナー受講による一号級

ＵＰの制度廃止が決定しました。本来であれば、退職時特別

昇給（20年以上勤務で一律２号級昇給）制度も同時に廃止す

べきです。今回「段階的な措置」にとどまったことは残念で

すが、今後も民間感覚からかけ離れている諸手当の問題に

取り組みます。

　昨年の９月議会では、契約に問題ありとのことで文化会館

関連議案が撤回され、見直し後12月議会に再提案されました。

しかし事業者のカルテル問題（一面に掲載）で議案上程見合

わせとなったのです。文化会館については数年前の市民アン

ケートで財政面の不安から「建設に反対・異義あり」が賛成を

上回ったにも関わらず、市では建設する方針でこれまで進め

てきました。今回の事件を契機に、先ずは建設計画を白紙に

戻し再度様々な側面からの議論が必要と考えます。

　財政難と言いながら検討された再開発事業の圧縮案の削

減額も不明確、と多くの検討課題がある中、国保税の値上げ

が提案され賛成多数で可決されました。しかし、市民に負担

を求める前に、まずは事業の根本的見直しや削減策を先に

示すべきです。行政内部の改革も不十分です。これでは到底

市民から納得を得られるものではありません。先ずは抜本

的計画縮小を求め、今回の値上げは時期尚早と総合的に判

断し反対しました。

　住基ネットは個人情報保護の問題と共に、自分に関する

情報をコントロールできない、という最大の問題があります。

今議会でも住基関連議案は否決されました。

◆退職手当一部（？）廃止決定！

◆国民健康保険税値上げ

◆住基ネット２次稼動議案

◆一旦白紙に戻し改めて議論を─（仮）市民文化会館─

担当部長の答弁

「進行管理上、政策部が事務局であるのに

機能していないのではないか、PDCAサ

イクルの実態に合っていない」

「計画と実施の内容が一致しわかるよう

な書式の工夫を」

「問題点については、庁内議論したい。書式は

参考にしたい」

市長の答弁

「お産を終えて、肉体的・精神的に不安に

なる時期に、家事などの支援を行なう、［産

後支援のためのヘルパー派遣制度］の導

入をしてはいかがか」

「実施の必要はあると認識している」

政策部長の答弁

「新規事業には財源が必要です。同じ福祉

施策として高齢者への現金給付事業を更

に見直し、その財源を子育て支援策に振

り分ける等工夫も必要ではないか？部内

の枠配当予算編成（9月に提案）という観

点からも検討を。」

「検討したい」

福祉保健部長の答弁

「この事業は都の補助対象事業で利用期

間は一ヶ月です。国分寺の実態を把握し

利用者ニーズに合うよう、市独自の内容

のサービス（三ヶ月検診まで利用可能など）

ど）を検討せよ」

「ニーズ調査を含め、導入に向けて検討をしたい」

（※２面下参照）



「歩き・み・ふれる歴史の道」11キロコースに参加以降、極力歩くように心掛けています。老化は足から…「歩く」事、おすすめです。

皆川りうこの活動報告皆川りうこの活動報告

　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。

皆川りうこ　ニュースレター　2004年　冬号

皆川りうこの会

古紙配合率１００％再生紙を使用しています
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文教委員会／シンポジウム　「どうする年金！」

　　  の会

自己決定・個人情報から見た住基ネット／スポーツ振興計画学習会

「歩き、み、ふれる歴史の道」に参加

青少年問題協議会

横田夫妻講演会「子供たちの帰国の日まで負けない」

成年後見制度シンポジウム　　東商ホール

国分寺まつり　　真野町歓迎会

ごみ・リサイクル等特別委員会

PFI講演会　ひかりプラザ

　　  の会

北の原文化祭

家庭裁判所シンポジウム「子供の立場から見た家事手続きのありかた」

社会保障改革の視点と展望を探る　全労災会館

　　  の会

　　　　　日本自治学会　中央大学

会派説明会／市民活動センター準備委員会の皆さんとの懇談会

　　  の会

青少年問題協議会

　　　　　　12月定例議会

環境基本計画懇談会　本多公民館

国分寺駅周辺パトロール　

　　　成人式

　　　　  文教委員会視察　愛知県、高浜市・半田市・犬山市

ごみ・リサイクル等特別委員会

来年度予算説明会

　母子家庭なのですが、市役所の窓

口に生活のことで相談に行ったとこ

ろ、カウンター越しにいろいろ聞か

れました。収入や生活状況などの立

ち入った話は、まさにプライバシー

です。今思えば、個室に通すなど配慮

して欲しかった。市はプライバシー

を尊重しているのでしょうか？　　

　　　　　　　　　（M.Hさん 40代）

市役所の窓口対応に一言

15日（木）・16日（金）

1日（月）～22日（月）まで

21日（水）、22日（木）
2004年1月12日（月）
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TEL/FAX 042(324)4442

E-mail : riuko@din.or.jp
TEL 042(324)7181
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子供の問題？社会の責任！
～犯罪防止の手立てを探る第一歩、住んでるまちを知る～�

青少年の犯罪等多くなってきている

昨今、いつ何時誰もが犯罪などに巻

き込まれないとは限らず、被害者に

も加害者にもなりうる状況です。

�このような中、市教育委員会では昨

年の夏より、実体把握の一端として

国分寺駅周辺繁華街パトロールを開

始し、12月には２回目が実施されま

した。小金井警察の方をはじめとして、

子供に係わる関係者（教育委員、民生

委員、保護司、人権擁護委員などの皆

さん）と共に皆川りうこも青少年問

題協議会委員の一人として参加しま

した。

�時間内に何かあった時は警察の方が

対応し、参加者は［具体的に何かする］

ことはできません。しかし実際歩く

と「６時以降16歳以下は入場禁止」

とあるゲームセンターが、塾帰りな

ど軽い気持ちで立ち寄れる場所にあ

ることや、表は花の自動販売機が設置、

裏の死角の場所にはいわゆる不良図

書の自動販売機、という憂慮すべき

事態も身近にありました。

　「何の効果があるのか？」とも言

われますが、先ずは住んでいるまち

を知り、そして様々な立場で犯罪防

止に関して「何かできることを探る

手だて」の一歩と考えます。そして

改めて子供の問題は、社会全体の責

任と捉え市としても関係各部署の

更なる連携が重要であると思いま

した。


