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「市歌」制定へ�
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ちょっと待った！�
予算組替えの動議を提出も…�

議員版株主総会、やります�
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そういえば、跡地はどうするの？�

開催報告書、公開しました�

2018年、
小金井市の注目案件はコレ
2018年が幕を明けました。庁舎＆新福祉会館建設や都市計画道路、待機児童問題と保育行政のあり方をはじめとして、小金井市
にとって今後を占う重要な1年となりそうです。西岡市長は4年任期を折り返したタイミングで成果が問われていることも、これらの
動向に影響すると考えられます。すべてではありませんが、小金井市の動きで今年注目の点を挙げてみました。�

2022年3月末完成予定�

新年度予算の可決を経て�
基本設計に入れるかが鍵�

（画像引用）市HP「ワークショップ開催報告」より	

公立保育園の民営化�

待機児童問題�
果たして「ゼロ」は実現するのか？�
「2017年4月迄待機児童をゼ
ロにする」と当選した西岡市長。
その達成目標を1年伸ばしたも
のの、来年入所の一次申請者
数をみると「待機児童ゼロ」は
予断を許せない状況です。ゼロ
が実現しなかった際の対応を
想定しておくことも必要では。�

新庁舎と新福祉会館は共に2018年度に
基本設計に入るスケジュールが示されて
います。3月に新年度予算が議会で審査
されますが、特に新福祉会館についてここ
まで様々指摘・要望されている課題につい
て、市民および議会、そして庁内連携で
どこまで調整をつけることができるか、が
カギとなります。�

市は2020年4月から5園ある公立保
育園の民営化方針を示していますが、
財政論だけが進行し庁内で「保育の
質」の維持・向上の検討を積み重ねた
経過がなく、父母から反発が続いてい
ます。民間園が増えた現状から、運営
主体に関わらずあらゆる施設での「保
育の質」を追求する仕組みづくりに取り
掛かる必要があると考えます。�

都市計画道路3・4・11
号線�

11月17日、都主催の意見交換会では道
路整備ありきの都の説明に対して、道路整
備の必要性について議論をしたい参加市民
との間で大きな溝がありました。現道のな
いところに道路新設の実績がない小金井市。
まずは市長権限でできる「都市計画マス
タープランのマイナー改定」に今すぐ着手し、
市として3・4・11号線の道路整備の必要性
を協議できる環境をつくることが必要です。�

今後の課題は運営主
体を超えた、市として
の「保育の質」の追求。
しかし、ビジョンなし。�
障害者差別解消条例�

駅前、賑わいの創出�

国の法施行により、各自治体で
制定が進んでいます。学校教
育現場との調整がうまくついて
いないという情報も？…子どもに
とっては過ごす時間の多い学校。
ここでの合理的配慮の中身な
ど、しっかり詰めた上で条例を
形づくってもらいたいですね。�

どうなる？駅周辺�

東小金井駅北口の区画整理事業は延伸の見込み。�
武蔵小金井の高架下には活用の目処が立っていないエリアも。�

道路整備の必要性の
議論に発展するか？�

長期ビジョンの策定�
グランドデザイン策定にまだ着手できてい
ない西岡市長。将来的なまちのビジョンが
ないことで、公共施設の再配置や学校や公
民館のあり方など、様々なテーマで支障が
出てきています。行き当たりばったりからの
脱却のためにも、早く取り組む必要がありま
すが…。�

市制60周年事業�

議会改革�
議会改革は進んだものの、まだまだ一般
市民からは「わかりにくい、そもそも興味
関心を抱く伝え方ができていない」と厳し
く指摘されています。広くオープンに、関
わりやす議会へ変えなければなりません。�

周年事業のあり方について�

市歌の制定は決まりましたが（経過は裏面をご覧ください）、周年事
業のあり方については、今後検討すべきではないでしょうか。�

12月�
定例会�
ピックアップ！�

主な歳入�
主な歳出�

Topics★	

補正予算（第5回）、賛成多数で可決�

11億2,675万8,000円 	

歳出額の
91.6％を�
民生費が�
占めている�

◯国庫支出金＋都支出金�約4億7,300万円�
◯繰入金�6億1,000万円（財政調整基金取り崩し）�
◯H28年度の精算に伴う返還金（47件）�約2億2,000万円�
◯光熱水費不足補充（12件）����������������������約4,093万円�
◯基幹系システム修正関係委託料����� ��������約2,040万円�
◯その他、民間保育所助成（新規開設園）、保育士待遇改善等、�
民生費関係の給付不足額の補充�等�
○市制60周年記念事業・市歌制定経費（〜H30年度迄）�約433万円�

▶旧福祉会館跡地の「地上権」を�
��手放すことに関して議会も可決承認�

	
  
ちょっと 	
！
待った

更地化工事が行われている旧福
祉会館の跡地は、市として今後
の活用方針が定まらず「地上権」
を手放すことに。売却することも
可能ですが、市は市場調査など
も行うこともなく、土地所有者との
交渉で地上権設定契約を解除す
ることに合意（1億6,000万円）。議
会でも「売却可能性を追求した上
2015年3月撮影	
で合意解除するのが適切では」	
と、西岡市長の行政執行のあり方に問題があると多数の
指摘がありましたが、今さら巻き戻すことのほうが市民へ
の不利益も大きくなるという判断もあり、議会では賛成多
数でこの関連議案を可決（賛成18：自民・信頼④、共産
④、公明④、民進党③、こがおも①、改革①、こが明
日①／反対4：市民自治②、情報公開①、ネット①／
退席1：市民会議①）。プロセスの不備について西岡市
長に反省を求める決議も賛成多数で可決しています。	

「市歌」の必要性は？�

動議！

市制施行60周年事業とはいえ、予算審査を聴いても政策
決定プロセスが不明確で、議事録を読んでもその必要性
について庁内では協議された経過はありません。一旦、
立ち止まり再検討をする必要があるのではないでしょうか	

「市歌」制定に関わる
予算を一旦削除する、�
予算の組替えを提案�
政策決定プロセスが不明確で、しかも
本来「地域への愛着」が課題とされる
ターゲット（20−40代）に最も響かない
事業であることをデータを使って説明	

賛

自民・信頼②	
  
（河野議員・湯沢議員）、
こがおも①	
  
共産④、市民自治②	

▶10月22日市議会主催の「議会報告
会」の開催報告書を市議会HPで公開�

自作資料として提出した資
料で「なぜ、市歌の予算を削
除するべきか」を解説 	

成	

反

対	

9 対	
14

予算の組替え提案（動議）が否決
となったことで、原案を採決	

自民・信頼④、公明④	
  
民進③、市民会議①	
  
情報公開①、ネット①	
  
改革連合①、こが明日①	

16 対	
7
賛

成	

嵐の中開催した「議会報
告会」の開催報告書がよ
うやく市議会HPで一般公
開されました。まだまだ
課題は多いですが、改善
して取り組んでいきたい
ですね。	

自民・信頼②（遠藤議員、
吹春議員）、公明④	
  
民進③、市民会議①	
  
情報公開①、ネット①	
  
改革連合①、こが明日①	

反

他の予算には賛成
ですが、動議を出
した責任もあり「反
対」としました。	
  

対	

TOP＞市議会＞議会改革の取組＞議会報告会開催報告書	

◯もくせい教室の改善を求める陳情書、	
  
全会一致で可決。今後の取り組みに注目	

他にも�
重要な�
議会の�
→補正予算は可決。市歌制定に向け、選定実行委員会を募集するところから具体的に動くことになります。	
 「決定」�

イベント告知	

1月�

28日�

こがおも①	
  
共産④	
  
市民自治②	

◯都主催・都市計画道路3･4･11号線の意見
交換会の改善（道路整備の必要性について
協議できるように）を求める意見書、可決	

シライトオル� 株主総会�

SUN�

マニフェスト★チェック�

14:00〜16:00	
 2017年活動報告＆採点�
2018年活動方針発表�
場所：小金井 宮地楽器ホール	
  1F	
  スペースN	
定員：30名／参加費無料／入退場自由	
  

小金井市議会 会派	

誰でも
参加OK 	
！	
直接会
場へ	

白井亨の2017年の議員活動、
マニフェストの進捗を報告し、
来場者の皆さんで採点してもら
います。2018年の活動につい
てもご意見ください★	

（しらい とおる）	

幹事長

⽩白井  亨	

厚生文教委員、議会運営委員、広報協議会座長、議会報告会実行委員	
  
1975年生／大阪府枚方市生まれ・育ち。2007年に転勤で
偶然小金井市に住む／4歳と7歳の子育て中。約7年前ま
で“無関心市民”、小金井市は“寝に帰るだけのまち”だっ
たところ、2010年子どもが生まれたことがキッカケで地域デ
ビュー。2013年3月、13年間勤めた会社を辞め「地盤・看
板・カバンなし」で小金井市議会議員選挙を戦い初当選。
完全無所属。2015年10月末で議員辞職し小金井をみんな
で、ホンキで変えるため同年12月の市長選挙に立候補す
るも惜敗。再び会社員（認知症予防新規事業立ち上げ＆
店舗開発＆企画・マーケティング）に。2016年12月末で退
職し、描き続けている未来を実現するため、再び市政へ。
2017年3月26日の市議選でトップ当選、議会へ復帰。	

【受賞・メディア】	
▼第8回マニフェスト大賞「優秀ネット選挙・コミュニケーション戦略賞」受賞、	
  
第10回同賞再受賞（H25年小金井市議会新人議員チームの取り組み）	
  
▼毎日フォーラム、日経グローカル、政治山、政治美人などメディアへの寄稿・取材多数	

遠慮なく、お気軽にご意見
ください★

kogaomo@gmail.com
@shirai106
facebook.com/shirai106
facebook.com/kogaomo

WEB
事務所

ameblo.jp/toru-ga-toru/
kogaomo.com/
東町4-43-1 三楽荘B号室

