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慢性的な財源不足！財政再建が急務慢性的な財源不足！財政再建が急務慢性的な財源不足！財政再建が急務

　3月議会では、西国再開発事業の方針が示せない事を

理由の一つとして市長自ら提案した予算を撤回するとい

った前代未聞の事態が起きました。その後、財政フレー

ム・再開発問題など検討の時間が必要との事で本予算は

提案せず、4ヶ月の暫定補正予算という異例事態が続き

半年ぶりの予算成立となりました。

�今回の予算審査では新たな事業として、旧4小跡地の

遺跡調査費と4小の学校図書室地域開放経費が計上され

ましたが、事業に関する十分な議論がないことや根拠も

不明である事が判明したのです。委員会では多くの議員

より「不適切な予算」と指摘され、市長は2つの事業費

を削除し議案を再提案しました。

�削除後予算は可決されましたが、財政再建が求められて

いる中、このような市政運営に不安を残す結果となりました。

　１期目で星野市長は、行政執行上問題が生じた事によ

る責任を取る為に、昨年の西国分寺再開発地域内の土壌

汚染隠蔽問題を含む、実に8度目の減俸処分を行いました。

これに関して国分寺市議会では、昨年の9月議会におい

て「市長への問責決議」を賛成多数で可決しました。

�先の市長選挙では、このような市政運営に対して異議

を訴え財政再建を目指して、2人の対立候補が出馬して

の戦いでしたが、星野市長が再任されました。

�財政の健全化に取り組む為には2期目の市長であれば

こそ、明確なビジョンを持ち確実な行財政改革への道筋

を示すべきです。他方、市民との約束である選挙公約に

対する責任も課せられています。

�この先市長自身からの明確な意思と覚悟がなければ、

庁内一丸となった財政再建への取り組みは厳しい事が予

測されます。多くの課題を残したまま18年度予算編成が

始まります。議会の役割として、将来への不安を残す事

のないようにしっかりチェックし提案していきます。

　本来、市財政は収支均衡型の予算決算数値が望ましいことは言うまでもない事です。

�しかし、国分寺市はこれまで時代に即した大きな政策の見直しもせず、様々な行政需要への対応にあわせてきた事

もあり、歳出の増大が避けられない状況となってきました。財政資料では毎年2億3千万円の歳出削減により、

平成18年より6年間で約14億円の財源不足が解消できるとしています。

7ヵ年で平均14億円の財源不足
毎年2億3千万円の歳出カット！

　国分寺市の財政状況は、民間の研究機関からの指摘もあるように借金の返済能力無し・資金繰り困難・歳出

カットが必要と大変厳しい状況です。そこで政策の再構築や転換が急務であり、その為には庁内一丸となって

取り組まなければ財政再建の道は容易ではありません。その為には市長の舵取り・リーダーシップが要となります。

不安を残す、半年ぶりに
成立した１７年度予算

二期目の市長自ら財政再建
のための道筋を示すべき
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「ガラクタ捨てれば自分が見える」―風水整理術入門－カレン・キングストン　によると「ガラクタ」とはエネルギーの渋滞であり、身の回りの

整理整頓によって人生の整理整頓を行うこと。とあった。妙にナットク！　H

昇格は試験なし！？

（ちなみに9月30日の第7回推進会議を

傍聴した際、改革の具体施策に関して市長

より説明がありましたが、自身の公約につ

いては一切触れられていませんでした。）

第４次長期構想・基本計画
（H１９より１０年間の構想計画）の策定・見直し

～現在進行中～

～がんばる人が報われる給与制度に～

7-１７ ４２１，０００ ６１，９０４ １１，５００ １０，０００ ５９９，２７４ ６４，５２９ ２，４７９，９６７ ３０４，０９４ １０，７４９，６９９２３，３００ ７１，５７０ １４/１００
〜〜

なし ４７７，７００ ６８，９０５ １１，５００ １０，０００ ６６４，６１４ ７３，２２０ ２，７５９，０７９ ３３８，３１８ １１，９５１，４００１５，３００ ８１，２０９ １４/１００

定年までの合計 １６７，８２２，４００ ２２，８２１，７６９ ５，３８２，０００ ４，６８０，０００ ２２３，０６５，１６９ ２５，７２２，９７９ ７８，６４１，９３６ ９，６４３，０７４ ３３７，０７３，１５９８，２９３，２００ １４，０６５，８００

定年退職金 ３２９，９８６，９４５ 月数 ５９.２月 ２８，２７９，８４０

合計

5-１２ ３２１，７００ ４１，４００ １１，５００ １０，０００ ４０７，９００ ４９，３０９ 1，７７９，４２７ ２１８，１９３ ７，４８４，１２３２３，３００ ー ５/１００
〜〜

4-7 ２６１，２００ ３３，１８０ １１，５００ １０，０００ ３３１，１８０ ４０，０３５ 1，４２６，９５２ １７４，９７３ ６，０５６，５０９１５，３００ ー ５/１００
〜〜

予算委員会および
一般質問より
予算委員会および
一般質問より
予算委員会および
一般質問より

　しかるべきときに述べたいと思う。

質問の趣旨に沿って進めていきたい。

市長の答弁
　各部長による「推進本部会議」を始めとして、財源・

福祉・環境など７つの部会が設置され５月より現在

の「長期構想」の見直しに入っている。

�何度か傍聴しているが、推進会議の座長である市長

自身からの指示や具体案が示されていない。単なる

司会者にとどまっているのではないか。市政の舵取

りとして、公約の実施時期や財源確保の為の改革の

具体策について示すべきだ。

皆川
りうこ

　主任は研修と簡単な人事考課

のみで試験は実施していない。11

月以降、人事院勧告で求められて

いる給料表の改正にあわせて考

えていきたい。

総務部長の答弁
　国の人事院ではこの夏に、平均年額給与の減額と勤務実績

の給与への反映を含む、公務員給与を根本的に見直すための

改革を勧告した。国の動向とは別に市としては、お手盛りと

言われない給与制度に改善すべきだ。

　役職の中の「主任」は、試験もなく一定の勤務年数に到達す

れば昇進ができる。役職加算手当て　も加算される事から本

来は試験制度を適用し役職の任に着くべきだ。

皆川
りうこ

少子高齢社会という時代の変革期に
おける市の将来像を定める長期構想・
計画は、バブル期延長上の総花的事
業の時代とは違い、政策の優先順位の
明確化や再構築が必要です。

職員１人を採用した場合の定年までの生涯人件費の試算 平成１７年　第３回定例会　皆川議員　一般質問請求資料（政策経営課）より一部抜粋

※扶養手当の内訳は配偶者１５，３００円、第1子８，０００円

格付け年齢/役職 調整手当（12％） 住居手当 扶養手当 年間人件費通勤手当 管理職手当 給料月額 役職加算率 期末勤勉手当共済組合（公費） 共済組合（公費）期末給　料

（参考）　本人支給額の合計（給料＋期末勤勉手当＋退職金）

条件…大学卒２２歳、格付け（２級６号）、２年目（３級５号）、３０歳（主任）、３６歳（係長）、４６歳（課長）として試算。

22歳
（大学卒） 2-6 １７９，８００ ２１，５７６ １１，５００ １０，０００ ２２２，８７６ ２７，５５９ ８８６，０５４ １０８，６４８ ３，９９９，９２０ー ー ー
〜〜

※役職加算手当て…期末勤勉手当支給の際、役職、主任・課長・部長の給料に加算される手当て

※

46歳
（課長）

60歳
（定年）

36歳
（係長）

30歳
（主任）

３６５，３５２，９９９
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「自治基本条例」制定に向け
庁内で十分慎重な議論を！

市の事務事業はすべて明らかに！
～国分寺駅北口周辺パトロールは市の事業～

西国分寺駅東地区再開発事業
－再開発処理事業と化す！？－

［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

　全般的に検討していく。

市長の答弁

　「協働」の言葉の意味について市役所内

部でもなかなか理解されず、十分に共有さ

れているとはいえない。また「信託」という

言葉も同様に共通理解、認識が必要だ。

�市民に対する「不利益救済制度」について、

ニセコ町では、自治体だけでは対応できな

い司法制度の視点を弁護士会とも協議し

ながら住民の救済について検討している。

参考にしてほしい。

皆川
りうこ

　趣旨はその通りだ。来年よりきちんと公表

し評価していく。

庶務課長の答弁

　このパトロールでは、教育委員会が民生

委員・保護司・PTA・青少協など子どもに関

わる団体に呼びかけ小金井警察署の協力

を得て、ゲームセンターに子どもが出入り

していないか見回っている。

�しかし重要なことは、子どもたちが地域で

安心して暮らせるように、参加者それぞれ

が何ができるか考え実践する事だ。

　３年目に入るこの事業の評価も必要で

ある為、まずは事務事業報告書への記載を

きちんとすべきではないか。

皆川
りうこ

�

５月以降、市は特定建築者としての責務を果たさなけ

れば億単位の違約金の支払いが生じることから、何ら

かの「公益施設」を建設し事業を完了させる事が最大

の課題となりました。

�６月議会で皆川　りうこは、「次期長計での検討課題

とできないか」とも指摘しましたが、もはやこれ以上

の事業の遅れは許されず、市の財政負担も発生しない

方策（国分寺市は土地のみ提供、公益施設建設・運営は

民間事業者の提案により決定）として現在の検討に至

っています。

�今議会では、施設建設をする民間事業者の選定審査委

員会設置条例が可決されました。前提となる市の方針

もなく、「公益施設」の定義など疑問視される中、施設

内容は、事業者からの提案を受け最終的に市長が判断

し決定する事が規定されました。

�他には全く選択の余地がないこのような状況を生み

出した市長責任は極めて重大です。

指定管理者制度
－公共サービスに民間参入、
　　　　利用者の満足度UPをめざす－

�

指定管理者制度は、公の施設に係る管理主体を株式会社、

NPO、任意団体など範囲を広げる事により、民間のノウハ

ウの活用により、多様化する住民ニーズに効果的・効率的

に対応し経費の節減を図る事を目的とした制度です。

�今議会では、指定管理者の指定の手続等について必要な

事項を定めた条例が可決されました。事業者選定の評価

基準として、「利用者への苦情対応、接遇マナー」「個人情

報保護」「環境への配慮」「障害者の雇用」等18項目に及

ぶ基準を設け、さらに各事項の細目を設定するなど、市

独自の方針を定めています。

�民間への丸投げにならないように、行政がしっかりした

政策・方針をもちコントロールをしていくことが重要で

す。またすでに先行して実施している自治体での課題も

見えてくる中、市として必要に応じて見直しをするとし

ています。本会議で皆川　りうこは、場合よって自治体

にも責任が及ぶ事から、職員一人一人もこの制度を理解

し自覚して仕事をすべき事を強く求めました。



　皆川りうこの会　　 では、国分寺

市のまちづくりを市民のみなさんと

ともに考え進めていきたいと思います。

①日頃の市政に対するご意見等お聞かせ
下さい。又議会報告も行っています。

②皆川りうこの会　　　参加者募集中

11月12日（土）午後２時から４時まで

皆川りうこの会

TEL 042(324)7181
TEL/FAX 042(324)4442

E-mail : riuko080@ybb.ne.jp

伝言板伝言板

増え続ける子どもへの虐待。大人は、親は、自己満足のために子育てをしていないか、時々振りかえることも大事ではないでしょうか。　W

皆川りうこの活動報告皆川りうこの活動報告

皆川りうこ　ニュースレター　2005年　秋号

古紙配合率１００％再生紙を使用しています
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（日）
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（土）

長期構想・基本計画推進部会、財源部会　傍聴

建設委員会　傍聴

社会福祉セミナー／　　　の会

社会福祉セミナー

障害者センターまつり

国分寺・西国分寺駅特別委員会　傍聴

管理部会　傍聴

　　　　　札幌市、東神楽町視察

市民生活・産業部会　傍聴

財源部会　傍聴

長計推進本部　傍聴／９月議会の会派説明

　　　の会

粗大ごみ有料化説明会

北の原地域センターまつり

防災訓練　９小学校校庭にて

　　　　　　　　第3回定例会

敬老会

講演会「増え続ける虐待にいまできること」

財源部会　傍聴

推進本部　傍聴／男女平等推進条例　説明会

防災ひろば／　　　の会

9日（火）・10日（水）

29日（月）～9月28日（水）まで
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“「公務」より「私事」優先！”

�合併しない選択により自主・自立のまち

づくりに向け取りんでいるまちです。市民

には一定の負担を、行政には事務の効率

化や選択と集中を求めています。

─ 試験のために議会を欠席 ─

【今後の日程】

一口　1000円

郵便振替

口座番号　00160-9-614301

口座名義　「皆川　りうこの会Let's」

【会費】

問い合わせ・連絡先

※�財源、管理、市民生活・産業の各部会は、すべて長期構想・基本計画策定の庁内の
部単位で設置されているものです。

まちの声・こえ・
VOICE

まちの声・こえ・
VOICE

まちの声・こえ・
VOICE

�今議会では、「私事都合」を理由に本会

議、予算委員会を欠席した三葛議員の「私

事」というのが、自分自身が通っている

大学院の試験を受ける為だった事が明

らかになりました。

�この件については、「欠席と理由とそ

の所在」を求める緊急動議が可決され、

議会運営委員会にて「懲罰」対象とはせず、

本人からの申し出により本会議での「陳

謝」となりました。

�「市の政策を決める本会議に出席する

のは当然だ。病気等やむにやまれぬ理由

ならともかく…。市の職員は仕事上問題

があれば［懲戒処分の基準］により処分

される事になっている。公務は重いものだ。

議員に対しても厳しくすべき！」

�「公務」を担う立場として、このような

ことは決して許される事ではありません。

�議員は、市民からの負託を受け行政の

監視機能や政策を提案する役割があり

ます。その為にもまずは自らを律し責任

と自覚のもと職責を果たすべきです。　

　　　　　　　　　　　（Y.Sさん 50代）

�（過去にも同議員は、初当選直後、国分寺市議会

の情報公開に関し間違った内容のまま新聞社に

投稿し掲載された為に、議会で問題となり「陳謝」

しています。）

拡大版

★公務員の懲戒処分には、免職・停職・減給・戒告の
４つがあります。

★議員は、合議体の一員として議会の規律と品位を
保たなければなりません。仮にこれに反した者に
は、必要な制裁（懲罰）を加える事ができます。こ
れは刑罰ではなく一種の、議会内の自律作用のも
ので秩序を保持するためのものです。

視察報告視察報告
北海道　東神楽町

合併を選択しない自主自立の
まちづくり行財政計画

�予算編成過程をHPに掲載する等情報

公開し、市民からの意見には市の考え方

を示し公表しています。

札幌市

予算編成プロセスの公開

メールアドレス変更しました

ひがしかぐら


