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18年度予算　4年ぶりに年度内に成立18年度予算　4年ぶりに年度内に成立18年度予算　4年ぶりに年度内に成立
―引き続き厳しくチェック・監視機能の発揮・政策提案――引き続き厳しくチェック・監視機能の発揮・政策提案――引き続き厳しくチェック・監視機能の発揮・政策提案―

　2月２４日より3月２８日まで第1回定例会が開かれました。予算が成立したものの、財政フレームの変

更や予算の基本的な考え方を示す施政方針の変更があるなど、大変お粗末な状況です。一方では市民

が安心・安全に暮らせる取り組みが急がれ、新たな行政需要も課題となっています。そのためには公的な

役割と責任を明確にし・NPOなど民間と有機的に連動していく事が必要です。市長を始めとして気を引

き締め庁内一丸となり、市民からの信頼回復に向けた取り組みが強く求められています。

財政フレームの信憑性に疑問
施政方針も変更

第4次長期構想・計画につなぐ

改正介護保険改正介護保険改正介護保険

　今回提出された財政フレームでは、ゴミ有料化に伴う歳

入見込み額が計上されましたが、庁内協議も不十分な上、

数字の裏づけが不明なことが判明し歳入の根拠が失われ、

財政フレームの金額（１億５千万円）が削除されました。

�また、二枚橋衛生組合※の解散に伴う小金井市とのゴミの

共同処理問題に関して「財政フレーム上の数字がない」と

の財政フレームに関わる皆川質問では「現時点では見込め

ない」旨の答弁がありました。

　その後のゴミ問題での質疑では、小金井市からのゴミの受

け入れによる歳入の見込みについて指摘があり、その金額（１

億４７００万円）が計上されましたが、ゴミ有料化による歳

入見込み額が削除されたことで入れ替わった形となりました。

　これで財政フレームが修正されたとはいえ、「辻褄あわせ」

といわざるを得ずその信憑性に疑問が残りました。

　施政方針で示されたゴミ有料化に関する内容とあわせ

て国民健康保険税の質疑でも市の検討が不十分だった事

から、こちらも施政方針の変更となりました。

※二枚橋衛生組合……調布・府中・小金井市から排出される可燃ごみ

の焼却処理を目的として昭和32年に設立された一部事務組合ですが、

解散が決定しています。

　本年度は19年からスタートする長期構想・計画につなが

る予算です。又、現長期計画の最後の年度としてそれまでの

評価も必要です。そして議会としても新年度予算の執行状

況や次期長計策定作業をしっかり見ていかなければなりま

せん。

�予算審査では残念ながら、行政側のミスや庁内不一致が見

受けられましたが、「次期長計につながる予算」「新制度な

どスムーズに進めるための予算」と判断し本年度は賛成し

ました。賛成19　反対14で本予算は可決されました。

　4月1日施行の改正介護保険制度では、増加する給付費を抑制する

為に訪問介護を始めとする既存のサービスの利用が一部制限され、

介護度の低い高齢者に大きく影響を及ぼす事が言われています。制

度からはずれる高齢者への対応も心配されるところです。また、新た

に創設された、地域包括支援センター・地域支援事業など使いやすい

ものになるのか、新制度での配食サービス・そして利用料・保険料の

UPは負担感だけが重く制度に対する不信感も否定できません。

�この３月にやっと詳細が判明し、市側も十分な検討や準備が整わ

ないうちにスタートしなければならないという状況ではありま

したが、利用者・事業者への十分な説明やフォローが必要です。引

き続き担当の厚生委員会でしっかり議論していきます。

本当に使いやすいものに
なるのか？
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ポレポレ東中野で映画「三池　終わらない炭鉱（やま）の物語」を見ました。戦前の囚人労働・強制連行・炭鉱事故・労働争議…。

風化させてはいけない三池炭鉱の歴史です。

　この条例に関しては、これまでの経過からすると他のケ

ースとは異なり条例そのものがなくても予算計上し施政方

針との整合性をはかるべきです。補正予算を前提とする予

算は、市長の政治姿勢として好ましいものではありません。

市長の政治姿勢について

行政改革・人事・給与制度改革

市民参加・情報公開・わかり
やすい情報提供を

　条例と予算提案を同時に考えているので本予算には

計上しなかった。

【環境課長の答弁】

【政策部長の答弁】

【高齢者担当部長の答弁】

【人事給与担当課長の答弁】

　すでに市長は就任以来２度も条例提案しましたが行政側

の答弁の不十分さから議案を取り下げています。施政方針

では再々提案の表明があるものの関連予算が計上されてい

ません。理由は？

予算特別委員会での
　　　　　質問・提案・問題提起
予算特別委員会での
　　　　　質問・提案・問題提起
予算特別委員会での
　　　　　質問・提案・問題提起

［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

　市は毎年2億3千万円の歳出削減を目標に財政再建を目指しています。本年は削減目標額が達成

された予算となりました。今後、少子高齢社会に向けて既存の施策の見直しや再構築が急務となっ

ています。そのための行政内部の改革はいままで以上に求められ、また公的役割・市民サービスの

あり方・既得権に縛られない公平、公正な市政運営についてもあわせて検討する必要があります。

このような視点を基本に予算審査に取り組みました。

タバコのポイすて禁止条例

　研究検討してみたい。

　現在計画策定は市民参加で進められていますが、ともす

ると固定した参加者になる傾向があります。そこで無作為

抽出により市民を選び参加層の拡大を図ってはいかがか。

　この方式は一般質問等で提案してきましたが、今年度、試

行的に枠配分方式での予算編成がなされました。各部署への

一律カットは政策優先順位が見えない点で異論はあるものの、

従来の積み上げ方式による手法からの転換で職員の意識改

革にもつながり、その取り組みは評価したいと思います。

長期構想・計画

　努めていきたい。

　昨年の10月より市のホームページに概要ではあります

が公開されています。今後も積極的な公開を。

労使交渉記録公開

　他団体であるが提案していきたい。

　シルバー人材センターでは、この４月からは、高齢者関係

施設・Lホールの管理・自転車駐車場について指定管理者制

度により業務が実施されます。会計上透明性を保つ為にも

指定管理事業部分を別会計にする等工夫し、わかりやすい

ものにしてはいかがか。

指定管理者制度

枠配分予算編成

一部紹介

【皆川りうこ】

【皆川りうこ】

【皆川りうこ】

【皆川りうこ】

【皆川りうこ】
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　（公益通報に関しては、法律に基づくので臨時・嘱託含み

内部告発者に対しても保護をします。）

　（市全体の事業における利用・使用料金のあり方の検討と

見直しも必要です。）

【職員課長の答弁】

【政策部長の答弁】

　「原価主義・一定期間の後に見直し・事業ごとの市民負

担の割合」を原則として原価計算を元に検討してみたい。

　18年１月１日より退職時１号特別昇給が廃止される

事になり17年度退職者から適用される事になりました。

　規則その他を含めて検討していく。

　取り扱い基準の見直しをしてみる。

　市では公益通報者保護法も考慮したうえで「職員倫理条例」の

提案を予定しています。公務員法に規定される身分保障がない嘱

託職員、臨時職員についても法令・倫理遵守は言うまでもありま

せん。そこで増員傾向にある今日、条例に準拠する制度の検討を。

職員倫理条例

退職金上乗せ手当て廃止退職金上乗せ手当て廃止退職金上乗せ手当て廃止

市民サービスについて、
公平なサービスとは？

　現在、駐輪場の定期利用券は最長６ヶ月まで購入できる

事になっています。利用料に関しては割引制度を求める声

が多く、近隣の自治体では回数券・割引制度・市外利用者の

別料金などを実施しています。市も検討してはいかがか。

自転車駐車場利用料金
【皆川りうこ】

【くらしの安全課長の答弁】

　この事業は「携帯電話等の電子メール機能を利用する生

活危険情報配信取り扱い基準」に基づき実施される予定です。

その中で「生活危険情報」とは

　①小金井警察等からの情報

　②教育委員会からの不審者情報

　③地震・火災・台風情報　とあり、情報の提供時間は、原則

「土日祝日年末年始を除く月曜日から金曜日までの9時から

午後5時までとする」となっています。㈫についてはこの時

間帯に配信されても緊急性がなく疑問だ。

不審者情報配信メール
【皆川りうこ】

　今の所別立てでは考えていない。

【政策法務担当課長の答弁】

　「こどもの権利条例」も検討される中、オンブズパーソン

の役割は重要です。三鷹市では苦情対応とは別立てに、自治

基本条例にオンブズパーソン制度も条例に位置付けている。

国分寺市の条例でも検討すべきではないか。

自治基本条例とオンブズパーソン制度
【皆川りうこ】

市民の安心・安全・セイフテイネットとは
防犯カメラ

祈念行事について
被爆地広島への児童生徒の派遣事業

【皆川りうこ】

【皆川りうこ】

【指導室長の答弁】

　研究してみたい。

　歴代の市長が積み重ねて来た平和政策の一つですが、参加者

が少ないとの事から18年度は都内の施設見学に変更とのこと

でした。しかしこのような安易な判断に対して会派の代表質問

を始めとし、各議員から異論が続出し再検討の要請がされました。

　世界で唯一の被爆国であればこそ、現地に行くことは大

きな意味があります。そこで、現在実施されている修学旅行

の行き先に広島も日程に加えてはいかがか。

　市内小中学校に防犯カメラ４台とモニター２台が設置さ

れる予定です。犯罪の抑止力として期待される一方、監視社

会に対する心配もあることから保護者や子ども達への説明

が必要と指摘しました。

【皆川りうこ】

国分寺駅前駐輪場



皆川りうこの会　　　参加者募集中

皆川りうこの会

伝言板伝言板

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】

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

E-mail : riuko080@ybb.ne.jp

国立の大学通りの見事な桜に　天晴れ！　「入ってはいけません」の看板の前で堂々と宴会に　喝！

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　2006年　春号

古紙配合率１００％再生紙を使用しています
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差別禁止法制定に向けて　弁護士会館

少子社会の子育て支援最前線「子どもが減って何が悪い」JUST連続講座

厚生委員会

障害者の就労と就労支援セミナー　

長計推進本部会議　傍聴／�九九プラスの概要と課題　新春講演会

会派説明会／財源部会　傍聴

　　　　　厚生員会行政視察　長野県　泰阜村「高齢者

福祉について」茅野市「どんぐりプラン　児童福祉について」

少子社会の子育て支援最前線　「子どもの安全と家庭」JUST連続講座

　　　の会

公開講座　氾濫する性情報に翻弄される子どもたち

政治倫理審査会　傍聴

障害者自立支援法が始まる　シンポジウム

会派説明会　予算説明／議長会議員研修　

　　　の会／介護保険運営協議会　傍聴

国分寺西国分寺駅特別委員会　傍聴／都市計画道路３・３・８号線建設事業説明会

心身障害者学級学習発表会／司法への国民の参加　裁判員制度

AED研修　北の原地域センター

福祉部会　傍聴

　　　　　　　第１回定例会

教育フォーラム　「不登校を考える　子ども達に寄り添って」

精神福祉講座　「子ども達の感情を育てるために」

「心やさしい子が生きやすい社会に」　水谷　修氏

「認知症の方の新しい介護　」　中村　考一氏

つくしんぼ開所式

三小学校入学式／　政治倫理審査会　傍聴

一中入学式

　　　の会

25日（水）～26日（木）

24日（金）～3月28日（火）
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問い合わせ・連絡先

メールアドレス変更しました

�駐輪場事業者選定に関する疑惑解明を求めて、昨年の12月

に19名の議員より国分寺市政治倫理審査会に調査請求が

提出されました。条例では市民に何の制限も規定していな

い為、市民である議員が調査請求することは可能です。

　しかし後日「議員」と「市民」は区別すべきとし、請求権

者に「議員」は含まれないとして４名が請求を取り下げ

ました。

�この件で審査会では「議員に調査請求権を認めると政争

の具になりうる」「議会では百条委員会という議員相互

監視手段があるので審査会の必要がない」との市民に議

員は含まれないとする一方、含まれるとして「条例に除

外規定がない」「二重三重のチェック体制によってより

高潔性が確保される」等と意見が分かれていました。審査

会では、３対２の多数決で市民に議員は含まれないとし

請求が却下されましたが、一般市民188名の署名により

同様の調査請求を提出しているため審議内容への影響は

なく現在も審査が継続中です。

�

�審査会の中間報告では「調査請求者を明確にすべき」「調

査日程の60日は日程調整が厳しいため配慮が必要」等条

例の改善を求める提言・要望が示されました。今後、更に

審査を行いやすくする為の見直しは必要ですが、本件に

ついては現条例に基づくべきで「市民」に「議員」が含まれ

て当然です。今回の結論は残念な結果となりました。

「議員」は「市民」ではないのか！？
―市の駐輪場の指定管理者選定に関る疑惑問題をめぐって―（審議は継続中）

まちの声・こえ・
VOICE

まちの声・こえ・
VOICE

まちの声・こえ・
VOICE

�過日、久ぶりに献血をしました。

400ｍｌは必ずや役立ってくれるだ

ろうなーと考えながら… 血液の成分

検査結果は健康のバロメーターの一

つとしても大事な情報です。年に2回

くらいはコンスタントに協力したい

と思いました。

　　　　　　　　　（Y.Kさん 40代）

気軽にできるボランテイア？


