
　第一回定例会での一般会計予算否決後、再提案された平成16年度一般会計予算は、第二回定例会に

て賛成多数により可決されました。しかし残念なことに、財政フレームも示されないばかりか、予算審議

途中の方針変更、補正予算ありきとの発言は、責任ある提案とはいえませんでした。

国分寺市議会議員 

2004年 発行：皆川りうこの会夏号

（討議資料）
1

国分寺市東恋ヶ窪６-７-３１

※特定業務代行方式（国分寺方式）…

計画案に関して事業採算、工事施工、管理運
営などの事業計画の提案を求め、これらの
中から最も優れた提案を選択する事業提案
協議方式により選定された業務代行者が、再
開発ビルの保留床の処分に責任を持ち、施
工計画から工事、テナントの斡旋も行う方式。
（なおこの制度の根拠法はなく、平成8年の
当時建設省の通知によるのであえて国分寺
方式と記載）
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財政フレームで、
現状を明らかに

予算提案後の方針変更？
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　今回、予算を再提案するにあたり、

3月否決以降、国の動向や再開発事

業の方向性により変動する可能性

があることから、財政フレームが組

めないとし提出されませんでした。

　これまで財政フレームについては、

不確定要素までも最大限見込んだ

歳入をベースに、大型事業をはじめ

とした抜本的改革なき歳出予算で、

まるでつじつま合わせではないか

と指摘されてきました。再提案であ

ればこそ、3月に提出したフレーム

をベースに説明し、辻つま合わせで

はない過不足も含めた正直な現状

を明らかにすべきでした。

　国分寺駅再開発事業において、3

月議会にて「国分寺駅周辺まちづく

り構想」策定と「特定業務代行募集※」

との同時進行は困難との多くの指

摘により、業務代行募集時期を遅ら

せることとなりました。

　再提案された当初の予算では、特

定業務代行公募事業委託料を債務

負担として計上されましたが、予算

審議の中で整合性がない等の指摘

により翌日には削除しました。そこで、

予算上は募集しないことになりま

したが、状況により補正で対応する

旨の表明もなされました。

　この件で皆川 りうこの質疑でも、

市長は「まちづくり構想の中間報告を

受け、公募要項の見直しをする。財政

フレームで見通しを立ててその枠内

で提案する。当初よりは、ずれ込むで

あろうが、できる限り今年度内に手続

きができるよう最大限努力する。」と

どちらともとれる答弁でした。今後巨

額の財政を投入する事業であるにも

かかわらず予算提案時点で方針が不

明確であり、大変不誠実といえます。

　また西国分寺再開発事業では、公益

施設として検討するとの表明にも関

わらず、（仮）市民文化会館建設の名称

で基本設計業務委託費を計上したこ

とは、まさに市民文化会館ありきの姿

勢そのものです。

　再提案された予算の財政フレーム

がないことや、予算計上を途中で変更

するなどの方針変更は責任ある提案

とはいえません。一般会計及び国分寺

駅特別会計予算は反対しました。
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ある特養で、階段に物が置いてありました。きちんと整理すべきです。そうすれば、階段を利用して簡単なリハビリだってできると思います。

［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！
PlanPlan DoDo CheckCheck ActionAction

市内施設を
有効利用するために
建物の現状把握を！

市長の答弁

質問 　市が保有する財産台帳には、名称、住所、

建築年月日、床面積の記載のみで、いまだ

に施設の建設費用や改修年月日などの情

報のデータベースがありません。施設の

改修、補修の際に優先順位を明確にする、

市民への説明責任として必要な情報がな

いのです。

　財政難の今日、新たなハコ物建設は

極力避けて、既存施設の活用や転用の

検討は必須となります。そのためにも

建物の状態を把握し、故障を未然に防

止する予防保全の考えを取り入れるこ

とが重要です。

　そこで施設のライフサイクルコストや

かかる人件費、減価償却なども算出した

トータルコストの視点を取り入れた「施

設白書」の作成を求めました。

「ご趣旨は十分理解している。財政が厳しい中、

いかに公共施設を長持ちさせるか工夫が必要。

施設の統廃合や指定管理者制度への対応も

検討したい。」

建物のランニングコスト（維持管理費）は、
イニシャルコスト（建設費）の4、5倍…
～2002年9月議会以降の市の対応は？～

教育目標を具体化した、「夢のある教育の
創造プラン～国分寺プラン～」今後の
見直し、発展に向けて。

教育内部だけでなく、
より広範な市民の参加で

介護保険制度、保険者として
市の権限強化が必要

教育長の答弁

質問 　これまで教育長は、「今後は、多くの皆さん

のご意見を伺いながら見直していく。」と述べ

ていることから、市民参加の視点で、市内小中

学校にある学校運営協議会（PTA、地域の住民

など学校関係者によって構成され、学校の運

営などについて定期的に話し合われている）

の皆さんの意見を伺うなどの協力も得てはい

かがか。また、パブリックコメント（PC）※によ

り広範に意見を聞けるのではないか。

　介護保険制度では、市はサービス事業者に対して、

指導や助言などの権限がありません。苦情対応につ

いては、国保連合会との連携や介護相談員などの第

三者により施設への対応がなされているとはいえ、

保険者の権限強化は必要です。介護保険制度の見直

しにあたり検討されていますが、改めてその必要性

を指摘しました。

「次年度に向けてはそのような方向で努力したい。

教育委員会と学校関係者だけではなく外部の

声も生かしていきたい。PCは次の段階としたい。」

※パブリックコメント…

　市の基本的な施策などの策定に当たり、その内容を広く市
民に公表し意見を受け付け、施策への反映やその意見を踏
まえて最終的に政策決定する一連の手続きです。
　行政裁量による参加にとどまらない市民参加の一般ルー
ルとして分権時代にふさわしい手続きといわれます。

　市内事業者の空きベッドの対応や、施設ボランティアの活用、施
設経営について散見される問題点など、改善すべき点について市
から事業者へ申し入れるよう求めました。

6月議会

より
一般質問一般質問一般質問
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　地方分権一括法が施行されてから早くも３年

が経過します。それまでの明治以来の中央集権

から自主、自律的な自治体運営を考えていかな

ければなりません。また、国と地方の税財政改革

の行方も分権システムへの転換として重要で、

これまでのように国の補助金を当てにした事業

の組み立てではなく、自治体独自の政策立案や

条例制定が求められます。

　6月議会で可決された、まちづくり条例をはじめ

として、市では現在様々な条例（自治基本条例、環境

基本条例、福祉基本条例、つきまとい（略）防止条例、

ポイ捨て防止及び路上喫煙規制条例）の制定が予定

されています。

　今後、それぞれの条例が相互に補完しあって

まちづくりがソフト、ハード両面から進められ

ることが望まれます。そのためにも条例を運用

する立場として事務事業の整理、評価、改善は言

うまでもなく、行政内部の意識改革が急務です。

　「まちづくりの計画段階から市、市民、事業者の協働で進める。」「土地基本法の理念である土地については、公共の福祉を優先させ

るものとするとの考え方」等をまちづくりの基本理念とし、開発基準やそのルールなどを定めたまちづくり条例が可決されました。

　一定規模の開発の際に緑地面積や高さなど開発の基準を、これまでは宅地開発指導要綱等で事業者にお願いしてきたものを、条例

により強制力を持たせる事ができるようになります。

◆自治、分権のまちづくりのために
　　～条例を根拠として、市独自の政策の展開を～

自治体改革

市長の答弁

質問 　一般的に、自治体では政策実現に向け

基本構想、基本計画、実施計画により施策、

事業が実施されています。そこでPlan、Do、

Check、Actionを基本とした運営により、

事業や政策を客観的に評価、改善してい

くことが重要です。市では行政評価制度

の導入に向け、平成13年よりPDCAを基

本的手法として事務事業評価を実施して

います。現状はいかがか。

「事業の取り組みを改善する為の基本的な形

である。コスト成果を常に意識するような職

員の意識改革をも促進するのが目的でもある。

予算編成にも生かしていきたい。検討を重ねて、

効果的、効率的な行政の推進を目指していか

なければならないと考えている。」

政策部長の答弁

質問 　事務事業評価シートを見ると、事業の根

拠法や条例を記載する欄では、空欄は論外

として、まだ策定されていないのに基本計

画名の記載等、シートの記載が不十分な点

が多々見られました。何を根拠に仕事をし

ているのか、その認識があるのか。このま

までは、次の段階に進めないと考えますが、

その改善についての見解はいかがか？

「シートの中身についてご指摘をいただき、

反省すべきところは反省し、より良い形の内

容になるよう努力したい。」

政策部長の答弁

質問 　事業に対するコストもわかるよう、シート

の項目に人件費も必要な情報ではないか？

「対応を協議していきたい。」

市長の答弁

質問 　最終的な市長の判断の際、指示や決定

が的確になされているか疑問だが？

「心がけているが、指示や、決定が的確に行わ

れるよう努力していきたい。」

～計画P、実行D、評価C、改善A（マネジメント
リサイクル）を基本とした行政運営のために～

＊まちづくり条例＊



参議院選挙が終わりました。この国の将来は？そして国分寺市の行く末は？まだまだ不安要素が山積しています。

皆川りうこの活動報告皆川りうこの活動報告

　ぜひ、身近な問題やお気づきの点

などお気軽にご連絡下さい。

　なお留守番電話の際は、名前、連絡

先、メッセージを入れて頂きましたら、

必ずこちらからご連絡差し上げます。

皆川りうこ　ニュースレター　2004年　夏号

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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高齢者虐待問題セミナー

家庭幻想　斉藤 学氏講演会

学園跡地等周辺整備特別委員会　傍聴

国分寺駅北口特別委員会　傍聴

ゴミ・リサイクル等特別委員会

憲法記念行事「児童虐待とわたしたちのくらし」

教育の欠格条項と障害者基本法

建設委員会傍聴

文教委員会

青少年問題協議会

　　　　　　　6月定例会

成年後見制度の社会化（成年後見制度学会）　　　

地域福祉学会

公益施設等建設推進会議、ワーキングチーム合同会議傍聴

権利養護セミナー／ひきこもり青年と父親の存在

学園跡地等周辺整備特別委員会　傍聴

議会運営委員会（代理出席）

国分寺市PTA連合会年度始め総会

国分寺駅周辺まちづくり構想策定委員会　傍聴

統合失調症のこれから

自治体総合フェア

青少年問題協議会（東京都むさしが丘学園視察）

25日（火）～6月21日（月）
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■中学校給食■親子関係の再構築

※弁当併用外注方式…
家庭からの弁当、または市が委託した業者によ
る弁当のどちらかを選択できる方式。

　7月15日に青少年問題協議会では、保

護者のいない児童や虐待されている児

童を入所させ、養護や自立支援すること

を目的とした小平市にある児童養護施設、

「東京都むさしが丘学園」を視察しました。

　ここで、現在62名の幼児から18歳位

までの子供たちが暮らしています。

　被虐待、親の精神疾患、家族環境と

いった理由で親と暮らせない子供が

大半ですが、親に居場所を知られたく

ないというケースもあるとのことです。

かつての生活困窮による棄児置き去り

はなく、養育できない親がいるという

のが現状なのです。

　「現在の課題は？」と尋ねると、本谷園長

は「子供を無条件で受け入れられない親に

対して、親子関係をどう再構築していくべ

きか苦慮している。」と述べていました。　

　このような施設側の対応と共に、改めて、

社会全体で支える姿勢や支援により子

育ての孤立化を避ける為の体制づくり

が急がれます。

　（国分寺市では、昨年の4月よりこちらの施設に

ショートステイ事業を委託しています。）

伝言板伝言板
国分寺市の“まちづくり”
ご一緒に考えませんか。

　学校給食法（弁当併用外注方式※）では

なく食品衛生法に（外注注文）よる給食（昼

食？）への方針変更は、それまで1年以上に

及ぶ、検討の結果をもとに決定した方針を

覆すものでした。その後の二転三転する市

長答弁は、待ち望んでいた多くの市民への

行政不信を招くこととなり、今定例会に中

学校給食を望む陳情が、2万数千名もの署

名と共に提出されたことが物語っています。

　5月の予算特別委員会、一般質問等で市

長は「教育分野の中でも中学校給食の実現

は最優先課題」、一旦は財政フレームから

削除された弁当併用外注方式予算が「平成

20年から開始」との表明もありました。

　陳情の付託先である文教委員会では、多

数の委員が議会の意思を明確にすべきとの

ことから採択となり、最終本会議において

も生活者ネットワーク以外の賛成により陳

情は採択されました。

今後、文教委員会では、

中学校給食を調査事項

として食品の安全性の

問題など様々な角度か

ら議論していきます。

去る5月31日付で甲斐嘉人議員が「一身上の都合」を理由に議員を辞職し、市議会議員数が25

名となりました。事件については報道等でご記憶の事と思います。もとより議員は議会とい

う組織に所属しているとはいえ、その行動や発言は、帰するところ自らの責任と自覚に基づ

くものであります。今後もこれまでと同様に自らを律して自治体改革に取り組む所存です。


