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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）	

2019年年
⼩小⾦金金井市政総予測
今年はどんな	
動きがある？	

裏面でちょっとだけ

裏面で詳しく！

株主総会	

やります	
!

2019年が幕を開けました。庁舎＆新福祉会館建設や都市計画道路、待機児童問題や保育計画策定などの保育行政のあり方をは
じめとして、小金井市にとっても重要な1年となりそうです。西岡市長は残す任期が12月までとなり、公約に掲げたことにどこまで取
り組めるかが問われています。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幾つか挙げてみました。�

2019年、 小金井市の注目案件はコレ 

基本設計、年内には形がみえてくる？�
追加調査結果を含めて、配置案を限定せ
ずに基本設計の中で詳細を詰めていく方
針が示され、これから基本設計の業者選
定に入っていきます。これまで議会では配
置案にのみフォーカスしがちだったため、
中身について具体的な議論が必要です。
市民参加を踏まえ、どのような設計案と
なるのか。期待が大きい事業です。�

今の市長でよいか、それとも…�
2015年12月に就任した西岡市長
の任期は残り約11ヶ月。事実上の
公約破棄や不履行が目立ち、ス
ローガンのみで中身がないことが議
会でも厳しく指摘されています。期
待された実行力が幻であったことが
半ば明らかな中、市政運営の軌道
修正が望まれていますが…。�

再度の意見交換会開催！？�
2018年は説明会も開催さ
れ、計画ありきの都の説明
に対し異論が噴出。都は
秋に交通量調査を実施し、
それも踏まえた意見交換
会が3月末迄に開催される
はずですが…。�

重要な計画策定の動き�
小金井市の最上位計画である「第5次基
本構想・前期基本計画」（2021年度〜）の
策定議論がスタート。また、子育て支援
事業計画の次期計画（5カ年）がこの1年
間で策定されます。いずれも重要な市の
計画ですので、必要な意見を伝えていか
ねばなりません。�

保育行政が注目の1年に�
＜待機児童問題＞�
昨年4月1日の待機
児童が88人とようや
く2桁に。今年もゼロ
は難しいことが予想
され引き続きの増設
が期待されます。�

今後は中身の
具体的な議論

が期待されます	

12月の市長選で
市民からどのよう
な評価が！？	

＜保育計画策定への取組み＞�
策定委員会を設置し、1年かけて市全体の
保育ビジョンや質の維持・向上のガイドライン
などについて、重要な議論がおこなわれます。�
＜保育無償化＞�
国の政策で10月から無償化が始まります。
自治体負担のあり方など引き続き国に意見
を述べていく必要があります。�

そのほかにも…�
◯障害者差別解消条例に規定されていることの実現のための�
   具体的な施策や取組み・周知啓発活動の充実�
◯陳情書の採択を受けての子どもの権利に関する条例の改正議論�
◯遅れている2025年問題に向けた地域包括ケアシステムづくり�
◯市内公園のあり方検討�
◯放課後の子どもの居場所の再構築�����������������������etc・・・�

異議あり！ 



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	  

facebook.com/shirai106 

@shirai106 

kogaomo@gmail.com 

facebook.com/kogaomo 

ameblo.jp/toru-ga-toru/ 

kogaomo.com/ WEB 
事務所 東町4-38-27 201号 

▼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、議員NAVI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	

問い合わせ・ご意見はコチラへ 

080-4004-5927 

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	

活動	  
報告	 12⽉月議会 ポイントを絞ってご報告

いたします。詳細はblog
をご覧ください。	

1月�

26日�
Sat�

2018年活動報告＆採点�
2019年活動方針発表�

シライトオル�株主総会�

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	  

白井亨の2018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。2019年の活動方針に

ついてもご意見ください★	

19:00〜21:00	

マニフェスト★チェック�

特別イベント告知	

こがおも秘密基地	  
（新・こがおも事務所）	  
東町4−38−27−201	

参加費	  
300円	  

12月の市議会定例会で議論したこと、最新の市政動向について共有し意見交換をいたします。	

場所	議会ナイト�

19:30〜21:30	

Tue�

なるほどね〜	

イベント告知　	

市政報告＆意見交換会�
1月�

22日�

補正予算（第5回）、賛成多数で可決�12月�
定例会�
ピックアップ！� 8億4,537万5,000円 	

◯H29年度国・都への返還金（43件）��約3億5,000万円�
◯光熱水費不足補充（9件）���������������������約1，277万円�
◯民間保育所助成����� ���������������������������約3，500万円�
◯その他、民生費関係の年度内給付費不足額の補充�等�
◯保育計画策定（2カ年）���������������������合計約560万円�

主な�
歳出�

異議あり ちょっと	  
待った！	

昨年6月以来私自身が求めてきた市全体の保育ビジョ
ンおよび保育の質維持・向上のガイドラインの策定を検
討することは大歓迎。念願が叶ったといえる。ただし、

公立保育園の民営化を「並行して進める」市の方針に
は賛同できない。前提条件をなくして、これからの保育

行政のあり方について、他市でも例のない徹底的な議
論をするべきだ。それが、小金井市全体で将来の保育
を良いものとして継承していく土壌になるはずだ！	

◯難病者福祉⼿手当条例例の改正他にも�
重要な�
議会の�
「決定」�

◯職員給与条例例の⼀一部改正

所得制限を設けるなど見直しの影響は大きいため、
本来は事前に実態調査などを行うべきだった。しかし、

対象疾病が大きく拡大するため、私もやむなく賛成。
それにあたっては、委員会質疑で今後取り組むべき

以下の３点を要望済み。　①調査を実施し実態把握

に努めること　②今後も柔軟に必要な支援ができる
制度を模索すること　③難病についての周知活動に

力を入れること　　…引き続き注視していきます。	

716賛
成	

反
対	

可
決�

自民・信頼④　公明④　みらい③
こがおも①　市民会議①　改革連
合①　ネット①　こが明日①	

共産④	  
情報公開①	  
カエル会①	  
つなこが①	

職員ボーナスの支給月数0.1月UPなどを盛り込んだこ
の条例案は、総務企画委員会では修正案が可決され

る動きもありましたが、最終本会議では東京都人事委
員会勧告通りの内容で可決。私は職員の仕事の仕方

において大きな問題を感じたため、反対しています。	  

1013賛
成	

反
対	

可
決�

共産④　みらい③　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	

	

自民・信頼④　
公明④　	  
こがおも①　	  
情報公開①　	  

安全対策として午睡中の
事故防止のための装置
（28施設／560台分）や、

保育士負担軽減のための
補助職員配置の補助など	

これはGood！	

6賛
成	

反
対	

可
決�

自民・信頼④　公明④　みらい③　	  
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	

共産④	  
こがおも①　	  
情報公開①	  17

！
←単に「反対」するだけではな
く、3会派共同で「民営化と並
行して議論しない」計画策定

をするための条例案を提案。
委員会審議の結果、残念なが

ら否決されました…。	

「保育ビジョン及び保育の質ガイドラインを最優先で策定することを求める決議」 �

だって、ビジョンの議論がこれからなのに、手段の結論が決まってるっておかしくない？�

3賛
成	

反
対	

可
決

自民・信頼④　共産④　公明④　	  
こがおも①　市民会議①　情報公開①　	  
ネット①　カエル会①　つなこが①	 18 みらい③	

改革連合と	  

こが明日は退席	

予算への異議や提案した条例案は通らなかったものの、以下の決議は大多数の賛成で可決へ	

→→→→今後の「保育計画策定」にあたり、引き続き市の動きを注視してまいります。	  

私の主張も届かず、補正予算は可決 

誰でも	参加OK！	直接会場へ	


