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平成17年度 歳入歳出決算審査
～数多くのミス、庁内に欠ける緊張感～

9月議会報告

　今回の決算審査では参考資料となる事務報告書に数十にも及ぶ訂正箇所があり、担当部長よりお詫び

があるなど異常事態でした。決算自体は認定されたものの、委員会のメンバーである皆川 りうこは、

行政の最高責任者である市長を始め助役に対して一連の状況に関しての見解を示すよう求めました。

この問題についての委員会で
あったやりとりの要約

借金に頼っての黒字決算？！

前代未聞のおびただしいミス

皆　　川

市民生活部長

総務課長

皆　　川

政策部長

皆　　川

助　　役

市　　長

数多くの誤りや数字の計上漏れ、これらの原因

はどこにあるのか

人事異動による事務の引き継ぎミス。

行政評価部分の精査がなされていなかった。

誤りは誰にでもある。しかし民間企業なら始末

書ものだ。この問題をどのような形で処理する

のか。市全体として責任のとり方は？

庁議等でミスのないよう周知徹底したい。始末書に

ついては何度も度重なった場合に特定の部署か人

かにもよる。何らかの対応を考えなければならない。

市全体に緊張感が不足。今回の審査全体につい

て市長・助役どう考えるか。

事務方トップとしては緊張感を持って市民のた

めに職員一丸となって頑張りたい

一連の件は大変申し訳ない。緊張感がないとい

う指摘甘んじて受けたい。市民のために努力し

ていく事が必要であろうと思っています。

　決算審査に先立ち、担当より17年度一般会計決算額　

歳入決算額　351億5,892万6,653円、歳出決算額341億

1,892万907、1円となり差し引き10億3,999万7，582円

の黒字決算との説明がありました。

�しかし歳入の中には約12億円もの財源不足を補う赤字借

金の臨時財政対策債が含まれています。本来は目的が定ま

らない借金は避けるべきで黒字決算と安易にいえない状

況です。

　これまで以上に一つ一つの事務事業の見直し・行政評価

の精度を高める・無駄削減に努めなければなりません。

　9月議会に行われた平成17年度の決算審査において、資

料として提出された事務報告書では、作成を担当する総務

部長より数十箇所も報告書のミスについて謝罪の弁があ

りました。さらには審査の途中に市民生活部長より219万

円の収入未済額の計上漏れの説明もあるなど基本的な事

務手続きに欠如した事態が露呈しました。

�決算審査終了後に来年度の予算編成作業が始まりますが

審査での指摘や反省点を踏まえ取り組むことが重要です。
※収入未済額……市に入るべきお金でその会計年度に納入されなかった
もののことを言う。

※
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政治評論家 森田実氏の講演がありました。今の日本人は考えない。テレビから流れるどのチャンネルを見ても同じような報道、一方的な情報だけで

鵜呑みにせず振り回されないで考える事が重要だと。生きる事は考える事だと明確に語っていました。

　新たな建物（ハコモノ）つくりではなく、施設台帳

作成・既存施設の活用、維持管理補修の重要性につい

ては2002年9月議会以来提案していた課題ですが、

ここでようやく一歩前進、現実になる見通しです。

　市役所の職員数は　正規職員723人　嘱託223人

です。新規採用を控えている一方、嘱託職員採用の数

が年々年々増加しています。

　その中で、退職職員は再任用・嘱託として雇用され、

学校現場もそのひとつです。

※ファシリティマネジメント…施設保全の技術として使われる用語。
建物の完成後、施設を維持・保全のための保守・監視・清掃・警備・修
繕等の業務を含み、加えて施設とその環境を経営戦略（マネジメント）
の視点から総合的に企画し管理・活用する手法といわれている。

―ファシリテイマネジメント、
施設の維持管理・補修―

人事管理
―個人の都合による配属ではなく
　必要な職場であればこその配属に―

行政においても大変有効な考え方。

市長の答弁

　次期長期計画の中に位置付け、公有財産を

より有効にシステム的な運営をしていかな

ければならない。台帳整備はそう長くかかる

作業ではない。エクセルの活用も検討したい。

総務部長の答弁

　限りある市の資源である施設や土地等を

有効に活用するためにも、ファシリティマ

ネジメントの考え方を取り入れてはいかが

か？その前提として施設の台帳・データベ

ース化が急がれる。

行政改革の一環として非常勤化を進めている。

職員課長の答弁

嘱託化は今後も進めるのか。
皆川
りうこ

皆川
りうこ

　当然のこと。様々な目的や必要性があって

策定するものである。

市長の答弁

条例や基本計画は政策展開の手段
であり、作ることが目的ではない

　計画的な行政運営上、条例や基本計画策

定は重要ですが、つくることが目的になっ

てはいけない。市の政策を展開する為の手

段としてあるべきだが市長の見解は？

皆川
りうこ

　「子どもの権利条例」の策定過程において、

事務局体制の変更などで、半年のロスタイ

ムが生じたが責任体制については疑問があ

る。経過と今後についての説明を。

皆川
りうこ

　また、委員会などの開催日程の公表も求め「徹底し

ていく」事も確認し、市長のリーダーシップのもと、

実効性のあるものになるようしっかり取り組むよう

要望しました。

　議案は最終的に市長が提案する。条例の目

標が明確になってきたので体制を整理した

ものだ。ご理解いただきたい。

政策部長の答弁

一般質問・決算委員会での発言一般質問・決算委員会での発言一般質問・決算委員会での発言
一部抜粋一部抜粋一部抜粋

行政改革
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※調整手当て（現在は地域手当）…地域における民間との賃金水準
との均衡を図る為に設けられた。物価や生計等の事情を配慮して給
与の不均衡を是正調整する事が目的。国家公務員準拠により東京は
手当て率が高い地域になっている。
（例　手取り４０万円⇒１２％の手当てにより４４.８万円支給）

職員給与の見直し
―市民感覚から乖離した手当の見直を！―

何らかの事務分掌も必要と考える。検討したい。

庶務課長の答弁

　事務と用務員の仕事の違いがわからず

保護者が仕事の依頼をした際に断られた

ケースもある。仕事を明確にするために

も事務分掌が必要ではないか？

皆川
りうこ

　指摘の点はもっともと理解する。地域手当その

ものの意味合いが市民に理解し難いものだが職

員交渉の結果である。今後東京都人事勧告の推移

も見ていきたい。

担当課長の答弁

　多摩・都内全体のバランスの問題もある。

経緯を見ながら適宜適切な制度を確立したい。

助役の答弁

　担当課長と助役の答弁に尽きる。理解でき

る所でもある。

市長の答弁

　給与条例では、調整手当て（地域手当）

が19年度から本則12％に戻る事になっ

ている。人件費削減の意味で現在の11.5

％のまま据え置いてはいかがか。

皆川
りうこ

（補助金団体のひとつシルバー人材センターの職員

人件費で、地域手当が12％であることが明らかとなり、

「見直しをする」との答弁がありました。）

［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

（↑誰が市長か？）

決算はどのように行なわれるのか
［関係条文等］ 地方自治法２３３条、地方自治法施工令１６６条

決算は、予算の執行の結

果です。出納長または収

入役が調製し、決算及び

その付属書類を知事ま

たは市町村長に提出し

ます。知事または市町村

長は、監査委員の審査に

対し、監査委員の意見と

ともに議会に付されます。

ポイント

肥沼位昌 著　「自治体財政のしくみ」（学陽書房）より

収入役（市区町村）
出納長（都道府県）

決算証書類
法令で定める書類

①決算の調製

⑥決算の認定（議会）

②提出

④審査・意見

⑦報告

⑧決算の要領
の公表

③

首　長

都道府県知事
総務大臣

住　民 監査委員

議　会

決算証書類
法令で定める書類

必要な施策の成果
を説明する書類

（事務報告書等）

監査委員の意見
決算証書類
法令で定める書類

⑤



　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月より　毎週火曜日午後２時

から５時までオープンしています。

近くにおいでの際はお立ち寄り

ください。

皆川りうこの会

伝言板伝言板

【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】

【場所】
国分寺パークレーン

国分寺駅

本屋

すかいらーく

ファミリー
マート
ファミリー
マート

山彦荘 1階

東京三菱
銀行

北口北口

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

E-mail : riuko080@ybb.ne.jp

問い合わせ・連絡先

7月から８月にかけて3本の映画を観ました。終戦も知らされずに戦後中国で日本のために戦った兵士の話・使用済み核燃料の

再処理工場・ロシア等合作の映画とそれぞれは戦後生まれの私たちに投げかける重いテーマでした。

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　秋号

古紙配合率１００％再生紙を使用しています
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政治倫理審査会報告会

　　　の会

市民ゴミ大学セミナー　新たな状況を迎えたプラスチック処理

品川区立日野学園・三鷹市立西三鷹学園視察

　　　　　自治体議会政策学会

児童虐待に苦しむ事のない社会作りへの取り組み　事例発表

若年認知症講演会

映画「蟻の兵隊」渋谷／高齢社会から考える社会保障

　　　の会

国分寺市清掃センター見学

　　　　社会福祉セミナー　明治学院大学にて

建設委員会傍聴

／日野市被害者支援条例について　学習会　日野市役所

臨時議会

シンポジウム　徹底検証！障害者自立支援法施行後の実態と課題／

映画「太陽」　吉祥寺バウスシアター

高齢者と家族介護職員に期待するもの　調査報告会　

厚生委員会

　　　の会／ゴミの広域支援市民説明会

会派説明会／福祉部会

教育部会　市民会議傍聴

北の原地域センターまつり／映画　「六ヶ所村ラプソデイー」

　　　　　　　9月定例議会

平和祈念行事

子産み・子育て　多摩らんなあ　　国立芸小ホール　

生命のメッセージ展　稲城市

時局講演会　森田　実氏

長期計画　推進本部会議傍聴

市民防災ひろば

／いのちの電話31周年記念事業　自殺予防シンポジウム

何故、家族の中で事件が起こるのか

　　　　　　アデイクション問題を考える会

　　　の会

1日（金）～27日（木）まで

13日（木）～14日（金）

2日（水）～3日（木）

4

職員倫理条例制定
　公務員は全体の奉仕者であり、その職務は市民から

負託されたものです。言うまでもなく職員は高い倫理

観をもち市民の信頼を得ることが必要で、公正さを欠

いたり不信感を抱かせる行為は厳に慎むべきです。そ

のための仕組みとルール化を定めた職員倫理条例が提

案され賛成多数により可決されました。

�すでに議会としては、不正等疑惑がもたれないよう自

ら律することが重要であるとして、議員提案により政

治倫理条例を制定しました。その実効性を上げる意味

でも職員倫理条例の提案が待たれていました。公益通

報制度の提案が間に合わない等不十分であるものの、

まずは第一歩進めることが肝要との立場から賛成し

ました。

　再開発事業が進まず荒地と化（？）した国分寺駅北口の事業

用地内に、この夏、何本ものひまわりの花が開いていました。

見事な風景のおかげかこの空き地へのポイ捨てもありません。

�市の話によるとゴミ問題などに取り組んでいる市民の皆さ

んが自発的に植栽して下さったとのこと。改めてまちづくり

は誠意と熱意ある市民の皆さんにより支えられているのだと

感心しました。その一方、この場所では有償で年に数回の清

掃が行われていると聞き、ボランティアでひまわりを植えて

くださった皆さんの善意に応えるすべはないものかと考えて

しまいました。　　　　　　　　　　　　　（T.Iさん 50代）

再開発事業用地内に咲くひまわりの花



ニュースレターニュースレター国分寺市議会議員 
2006年秋号発行：皆川りうこの会

（討議資料）

国分寺市東恋ヶ窪６-７-３１

皆 川りうこみ
な

が
わ

市所有の情報　潜む隠れ借金？！市所有の情報　潜む隠れ借金？！
―土地開発公社の保有する土地・財政情報が明らかに―

　市内には、国分寺駅再開発事業用地を始めとして、姿見の池周辺整備事業用地など２０数件の土地開発公社（以下公社）が所
有している土地があります。総額 約77億円の土地価格です。その中の姿見の池周辺整備事業用地はすでに整備がなされてい
るために、いわゆる未利用地といった「塩漬け」とはいえないものの、公社所有であるため未だ市の財産とはなっていません。

土地開発公社所有地

合計 7，743，554，898円（77億4，355万4，898円）

件　名 取得年月日 年数 用地費 その他の経費 合　計

姿見の池周辺整備事業用地① 平成9年1月２３日 9 ２８２，６１２，７９０円 ３２，３４６，８６２円 ３１４，９５９，６５２円

姿見の池周辺整備事業用地②

他9件

平成9年1月２３日 9 １４９，４０３，５８０円 １８，３０９，７７８円 １６７，７１３，３５８円

業務第一係　事業用地　小計 11件 ２，４１５，２８８，９７２円

※土地開発公社所有地一覧表及び土地（簿価）台帳より抜粋
※保有年数は平成１８年9月２０日現在の年数となっています。

…

件　名 取得年月日 年数 用地費 その他の経費 合　計

国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業用地① 昭和６２年3月3日 19 ５４，９２４，７３０円 ２０，５３６，８６７円 ７５，４６１，５９７円

国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業用地②

他4件

平成2年2月6日 16 ８６０，５９６，５４０円 ４１４，６９５，６２５円 １，２７５，２９２，１６５円

国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業用地及び建物 平成１７年3月１５日 1 ６７０，２２８，３２０円 １０，０２３，９５４円 ６８０，２５２，２７４円

業務第二係　事業用地　小計 7件 ２，４２６，８６６，５４３円

…

件　名 取得年月日 年数 用地費 その他の経費 合　計

国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業用代替地① 平成2年1月２０日 16 ２５４，０７５，３１６円 ７５，２２２，３６２円 ３２９，２９７，６７８円

国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業用代替地② 平成3年8月8日 15 １，２６６，５９９，５１０円 ２６０，６７５，６４１円 １，５２７，２７５，１５１円

国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業用代替地③ 平成5年１０月１３日 12 ６１０，７９５，００２円 ７３，８３７，６６６円 ６８４，６３２，６６８円

業務第二係　事業用代替地　小計 3件 ２，５４１，２０５，４９７円

件　名 取得年月日 年数 用地費 その他の経費 合　計

（国分寺駅北口再開発事業用代替地） 平成4年7月１５日 14 ２６７，２４１，１４０円 ４５，３０８，０２５円 ３１２，５４９，１６５円

公共事業用代替地 平成7年8月2日 11 ４３，１７４，９５０円 ４，４６９，７７１円 ４７，６４４，７２１円

業務第一係　事業用代替地　小計 2件 ３６０，１９３，８８６円

　今回の決算審査において皆川 りうこは、公社の土地全
体を認識する必要があると考え土地台帳資料を求めました。
�委員会では、今後の買戻しの予定について確認し、一部
を除き「姿見の池」等は、H18より22年までの間、公社
より買戻しを行い条例に位置付けるなど適切な位置付けに
なる事が明確になりました。
�一方国分寺北口再開発事業地内の公社用地について市が
買戻しするための財政負担が10件分約50億との数字も明
らかになっています。
�事業を進める前提条件の一つとして財政負担、金額の
情報公開は重要です。委員会では、これまであまり表に
出なかった公社情報に関して「市側からの情報を公表す

るよう」求め、「そのように対応する」旨の答弁があり
ました。

※土地開発公社…「公有地の拡大の推進に関する法律」第１０条第1項の規

定に基づいて自治体が設立した法人です。目的は、市から委託を受けて市

が事業を行うのに必要な土地を先行取得する事です。市が土地を取得する

際には議会の承認など手続きに時間がかかります。その間に土地の値上が

り、所有者が他に転売などにより住民の利益を損なう可能性がある場合、ま

ずは土地開発公社が先行取得し、その後市が取得する手法としてつくられ

た制度です。しかしこれはかつての右肩上がりで地価が高騰していた時代

において必要性があったものの昨今の土地神話がなくなった今日では先行

買収は慎重にすべきです。先行取得した場合でも5年以内に事業を行うこ

とが前提となっています。

※



　一時的に養育が困難であった場合に子供を保護す

るための施設として宿泊ができる養護施設があり、

国分寺市は小平の武蔵丘学園に事業を委託しています。

　６月に一般質問をし、今回の決算審査において再

提案をしたものです。

�あわせて　「DVと子どもの虐待は切り離せない問題

である事から担当課との連携で取り組んでほしい」

と強く要望しました。

福祉・子ども

　家庭での預かりについては、虐待について

支援できるかどうか含めて検討したい。

子育て支援課長の答弁

　こどもにとっては施設を嫌がるケース

もあると聞く。第三の選択肢として地域

の保育専門資格を有する人材がいる家庭

にて短期間宿泊できる制度の検討をして

はいかがか。

皆川
りうこ

　言われる事はよくわかる。しかし介護保険

制度の2号保険者として該当すると横だしサ

ービスになるのか、制度全体の話なので難し

い点も出てくる。研究課題としたい。

福祉保健部長の答弁

　機能訓練事業を市の独自施策として継

続できるような検討を。

皆川
りうこ

子どもショートステイ事業
　来年度より、疾病・老化等で心身機能が低下してい

る人を対象に介護予防を目的とし、機能回復に必要

な運動訓練と健康管理を実施する機能訓練事業が廃

止されます。

　しかし症状回復のためのリハビリや訓練は大変重

要です。

　（４月の診療報酬改定では、リハビリ期間が制限さ

れ健康悪化の心配があります。介護保険制度の範疇

にとどまらない「リハビリ」の検討も必要です。）

一般質問・決算委員会での発言一般質問・決算委員会での発言一般質問・決算委員会での発言
一部抜粋一部抜粋一部抜粋

　わが国では、８年前より毎年３万人以上の自殺者

が出ているといった異常な事態が続いていることや、

市民団体などが協力して基本法成立に向け一ヶ月間

で10万人もの署名を集めるなども後押しとなって、

６月に自殺対策基本法が成立しました。

　これまでは「自殺」は個人の問題、弱い人間の逃避

と偏見が強かったものが個人の問題だけではなく社

会の問題と認知され、法律の制定により行政責任が

明確になったのです。基礎自治体としての取り組みを。

（国分寺統計によると、自殺者数はH16・20人、H17・17人、特に

多かった年としてH13には42人という数字が示されています。）

　社会福祉協議会で作成している窓口対応マニュア

ルでは「相談者の潜在的な問題点も見極める事も重要」

とあります。参考にするように求めました。

改正介護保険
―廃止される機能訓練事業―

自殺は防ぐことができる
―自殺対策基本法の成立を受けて―

　職員研修を始め精神疾患に関わる講演会

は開催しているが、その役割は重要。日常の

相談体制の中で対応していきたい。自殺予防

対策の窓口は難しい部分である。

福祉保健部長の答弁

　相談業務・窓口マニュアルの工夫・うつ

病への正しい理解にむけて講演会の実施

などの取り組みと合わせて、行政が自殺

対策に取り組む事を公表していただきたい。

皆川
りうこ


