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⼩小⾦金金井市を、もっとおもしろく。

通
算

会派ニュース（このマガジンは政務活動費で発行しています）	

8月30日からはじまった平成30年小金井市議会第3回定例会（9月議会）が10月5日に閉会しました。冒頭から副市長人事案件が
「否決」される異例の事態となり、 終的に1定例会中に3つの補正予算が提出されるなど（いずれも賛成多数で可決）、市政運営
が混迷をきわめています。今定例会後半の平成29年度決算審査も重要な審査案件の一つでしたが、新聞報道され議会による事
務検査にも進展した“社会福祉委員報酬誤支給対応ミス問題”もあって 、一般会計決算は5対18で「不認定」となりました。	
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副市長人事 否　 決 

平成29年度決算が確定したことで
その繰越金を基金に積み替えるこ
とがメインの補正予算。他に、第5
次基本構想・前期基本計画策定支
援委託料や木造住宅耐震助成など	
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�台風24号の被害について�

長い議会が 
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19億8,439万8,000円	
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◯庁舎建設基金�
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基金積立て��

合計約19億円�� 10 13 
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１・市民会議１・改
革連合１・ネット１・
こが明日１・カエル
会１・つなこが１	

上原副市長が退任されたため、
新たな副市長を提案するも、こ
の人事同意議案は反対多数で
異例の「否決」という事態に。提
案にあたって市長の提案姿勢が
丁寧さに欠けるという指摘も。	
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職員のボーナス支給月数	

4.3月 4.5月 

多摩地域では	  
小金井市のみ
0.2月少ない状況
が続いている	 にUP	

東京都人事委員
会勧告を受けて	

ちょっと	  
言わせて！	

副市長人事については、これまで慣例として人物評価はし
てこなかった。市長の提案権を尊重するためだ。副市長と
して就任いただいたあとにその資質や行動に問題があれ
ば厳しく指摘すればいい。我々議会はその調査権をもって
いるのだから。今の市政運営の課題は市長のマネジメント。
御本人ができない部分を副市長にカバーしてもらえればい
い。今の状況が良いとは思えず私は賛成したが、今回の
「人事案の否決」によって、さらにハードルが上がり、暫く副
市長は提案できないのではないか。�

「難病者福祉手当条例の一部
改正」は当事者・関係者に意見
を聴くことを含めさらなる調査
が必要と判断し、継続審議す
ることになりました	

可決 

人材獲得競争時代でできるだけ優秀な人材確保のためには、
他市から見劣りしない 低限の条件が必要。その分、厳しいこ

とは言わせてもらう。給料分働いてもらうのが私のモットー。	



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／5歳と8歳の子育て中。約8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。	

厚生文教委員、議会運営委員、広報協議会座長	  
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▼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	

【受賞・メディア】	

幹事長　⽩白井  亨	

（しらい    とおる）	小金井市議会　会派	

Topics★	

問い合わせ・ご意見はコチラへ 

080-4004-5927 

◯台風24号に関する市内での影響�

10月1日に通過した台風24号の被害状況が小金
井市議会で報告されました。人的被害はなかった
ものの、倒木を中心に大きな被害が出ています。	

日々、たくさんのご意見・ご要望・ご相談をいただいて	  
ます。気になることがあれば遠慮なくご連絡ください	

その他定例会の内容についてのご報告�

←翌日の栗山
公園の状況。
同公園だけでも
何本も倒木が
確認できました	

噂の現場	  
　その③	

公立保育園民営化、2年延伸�
�＋ビジョンを含めた計画とガイドライン策定へ�

噂の現場	  
　その①	

決算（一般会計）、5対18で「不認定」のワケ�

◯日本最大の政策コンテスト�
���マニフェスト大賞にノミネートされました�

日本 大級の政策コン
テスト「第13回マニフェス
ト大賞」にて、「マニフェ
スト推進賞＜議会部門
＞ノミネート」に選ばれま
した。優秀賞まで残りま
せんでしたが、応募総数 
2,242件の中ノミネート
109件に選ばれたこと、
いつもご支援・応援をい
ただいている皆さんに感
謝いたします。	

噂の現場	  
　その②	

新庁舎＆福祉会館建設の新たな配置案検討�
→11月に市民説明会を開催へ�

22 1VS	

新庁舎＆福祉会館建設が設計に着手できない状況が
続いていたため、打開策として「新たな配置案」検討の
ための申し入れを行いました（自民・公明・こがおも・
ネット・カエル会・つなこが＝合計12人の議員）。	 補正予算 （第3回） 

可決 
市民会議のみ反対	

賛成	 反対	

9月10日の厚生文教委員会において、市長から「公立保
育園2園の民間移譲を2年延伸する」「市としてのビジョン
を含めた保育に関する計画を策定する」「市全体の保育
の質を維持・向上させるガイドンラインを策定する」と表
明がありました。私が1年以上前から問題提起・主張して
きたことが実現します。ただし、ビジョンを含めた計画策
定と民営化を並行して進めるという点は矛盾があるので、
引き続きあるべきプロセスを踏むよう取り組んでいきます。	

5 18 VS	

決算 （一般会計） 
賛成	 反対	

H29年度 

認　 定 
不 

PCやタブレット端末の持ち込みOKへ！？� 「グランドデザイン策定」公約は破棄！？�

議員になってからずっと取り組んできた「議場へ
のPCの持ち込み」改革ですが、議会運営委員会

で全会一致できました。今後、運用のルールを
協議していきます。	

市長の重要な公約の1つである「グランドデザイ
ン策定」は事実上の撤回となりました。私自身の

主張と重なることからその実現に向け支援をし
ていたのですが、非常に残念です。	

また、こんな動きも…	

◯「地図と写真で読み解く 昭和の小金井」�

市制施行60周
年を記念・観光
まちおこし協会
発行の「昭和の
小金井」が面白
いです。昔と今
を比べる写真
や解説付き。	
※市内書店で
お求めください	

倒木110件、屋根・壁の剥離や破損26件、フェ
ンスやブロックの倒壊や破損11件、電柱の倒
壊4件、停電1800軒、その他6件	

＜10月4日段階の被害まとめ＞	

税別
2,200円	

①清掃関連施設の施設内暫定移設は行わない	
②福祉会館の先行竣工　	
③敷地東側の樹木を残す　	
④新庁舎の免震構造地下部分を駐車場利用する	
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進
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新たな配置
案をもとに	

これまでの
案と比較	 市民説明会、議会

での意見を受けて	
やっと！	

新たな配置案検討のための	  
追加調査費用・約71万円	

みらい3、改革連
合1、こが明日1	

決算年度（平成29年度）は社会福祉委員
報酬誤支給対応ミス問題や、旧福祉会館
跡地処分のプロセスに疑義があった点、
庁舎建設への市長のリーダーシップの欠
如などが厳しく指摘され、ガバナンスが崩
壊状態であることを理由に、市長応援会
派を除き決算の認定に「反対」の立場が
多数を占め、「不認定」となりました。	

えええっ！！	

やったね！	


