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予算可決も、市政運営に厳しい意見多く
2月20日からはじまった小金井市議会第1回定例会は、3月26日（厳密に言えば日をまたいだので3月27日）に閉会しました。過
去最大の昨年度の予算と同規模な予算編成となった4月からの新年度予算は、賛成多数で可決。他の市長提案もすべて可決し
ています。ただ、予算は可決したものの、市長の市政運営に関する不安の声や公約不履行の説明責任を問う声が相次ぎ、不安定
な情勢は続きそうです。�

可
決

平成31年小金井市一般会計予算�

賛成�

反 対�

18 5
vs

自民4、公明4、みらい3、	
  
共産4、	
  
こがおも1、市民会議1、	
  
情報公開1	
ネット1、こが明日1、改革連合1、 ※議長は採決には加わらず。	
カエル会1、つなこが1	

歳入に占める市民税の割合が高く、市民の皆さんが納める市民税が小金井市の財政を支えています	

新年度予算を審査する
予算特別委員会の�
委員長を務めました�
聴いてると
質問したく
なっちゃう…	

	
  
昨年に比べ、３時間程度合計審議
時間が短くなりましたが、長時間の
審議には変わりなく…。抜本的なや
り方の見直しが必要です。	

待望の新規事業も含まれており、市民生活の向上を期待
し新年度予算には賛成。…ただし、西岡市長の市政運営の
あり方には大きな問題が。財政援助団体である体育協会
のガバナンス改善への指導が後手にまわり課題解決が長
期化していることや、公共施設マネジメントが一向に進まな
い点、保育計画の策定を「優先する」と言いながら、実態は
計画策定を優先するアクションになってないことなど、枚挙
に暇がない。さらに、あらゆる分野での「公約」と実態の乖
離が多数の議員からも指摘されているので、改善を！	

主
な
新
規
事
業�

文化�

◯はけの森美術館HP作成委託料�106．3万円�
◯茶室「花侵庵」修復工事�1，200万円�

環境�

◯公用車を電気自動車に買い替え��276．9万円�
◯下山谷の森危険樹木剪定委託料��1，408万円�

福祉�

◯自殺対策計画策定��767．5万円�
◯障害平等研修運営委託料��64万円�
◯手話対応ポータブル端末借上料�182．9万円�
◯「きらり」による保育園巡回相談実施��170．3万円���

介護�

◯介護職員初任者研修実施委託料�180．2万円�
◯介護職員宿舎借上支援事業補助金�344．4万円�

健康�

◯休日薬局委託料��233．9万円�
◯おたふくかぜワクチン接種費用の一部助成��179．9万円�

子育て�
学校�

◯病児保育事業運営委託料��619．5万円�
◯私立幼稚園等補助金��613．1万円�
◯あかね第4・第5学童保育所新設工事�1億5，540万円�
◯体育館エアコン借上料��372．1万円�
◯子ども3人に1台のタブレット端末導入�8，501．7万円�
◯SSWの課題整理のためのスーパーバイザー謝礼��30万円�
（SSW＝スクール・ソーシャル・ワーカー）	

賛成したけど	
  
ココが問題！	

ご自身で振り返り
もできてないし…	

生涯学習�

◯総合体育館大規模改修工事（第1期）�2億434．7万円�
◯図書館本館外壁等改修工事��4，662万円�

様々な予算が組まれていますが、その中でも特徴的なものをピックアップしてご紹介しています。	

定例会	
Topics	
  

Topics★	

3月定例会で議論したこと、わかったこと�
定例会の様子を、ピックアップしてお伝えします。�

市長ペナルティ条例可決�

栗山公園・石表出問題�
一般質問で栗山公園の石表出
問題を問うたところ、整備を検
討するとのこと。ただし、抜本的
な解消にはコストと長期間の工
事が必要なため、早くても3年
後以降に。当面は応急処置を
考えているとの答弁でした。�

◯新庁舎＆福祉会館基本設計業者決定！�

（正式名称：平成31年4月に小
金井市長に支給する給料の特例
に関する条例）は社会福祉委員
報酬誤支給対応ミス問題への市
長の責任を認めての給料減額
（2019年4月の給料のみ
30％OFF）を規定する条例。賛成
多数で可決されています。�

子どもの権利条例改正、継続審査へ�

選考委員会の	
  
選考結果を受け、市
長は報告書も見ずに
市としての意思決定を
するというモヤモヤも
ありますが…	

調査段階のイメージパース	

12月に白井、田頭、片山の超党派3議員で
提案した「子どもの権利に関する条例の一
部改正」は、多様な意見を持ち寄り再検討
する方向で継続審査とすることになりました。�

新庁舎＆福祉会館建設に向けて、また一歩進み
ました。選考の結果、基本設計業者が「株式会社
佐藤総合計画」に決定。※プレゼン資料は非公
開なので現段階では掲載できません。	

◯高校生の議員インターンシップ受入れ�

なぜいま、条例改正
が必要なのか？どの
ように他の計画と整
合性をつけるのか？
について、詳細の資
料を作成して説明し
ましたが…。�

↑2月25日には、超党派お
よび市民も交えて世田谷区
へ視察に行きました。子ども
の権利を侵害する事案に対
処し救済する第三者機関を
設置し成果をあげています。�

体育協会問題とは？�
財政援助団体である小金井
市体育協会において、ずさ
んなお金の管理の実態が浮
き彫りに。もう2年ほど前から
様々な指摘がされているも
のの、市の動きが遅く課題
解消が長期化している。�

都派遣の副市長、交代�

市長への決議2本可決�

都から派遣されている小泉副
市長が退任することになり、
新しい方が交代するカタチで
赴任します。市議会の同意案
件で、退席者4（共産党）を除
き全会一致で同意。�

市議会定例会最終日に市長に対し、�
2本の決議が可決されました。�
◯都市計画道路「小金井3．4．11号線」
に関し、迅速な対応を求める決議�
◯西岡市長に対し、公約不履行に関し
て市民と市議会へ真摯な説明と対応
を求める決議�
�

毎年恒例の「高校生による議員インターンシップ」
を受入れました。３人の高校生に、議員の仕事を
伝え、体験してもらいました（３日間）。	
  

定例会で市長から提案された議案はすべて可決しています。�

イベント告知 	

13:00〜15:00	

/21� 議会カフェ

4�

Sun�

19:30〜21:00	

/23� 議会ナイト

4�

市政報告＆意見交換会�

場所	

誰でも
参加OK 	
！	
直接会
場へ	

↓ 議会カフェの様子	

�

Tue�

こがおも秘密基地	
  
参加費	
  
（新・こがおも事務所）	
   300円	
  
東町4−38−27−201	

幹事長

なるほどね〜	

�

議会カフェの夜バージョン（同内容です）	

3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。	

（しらい

小金井市議会 会派	

市政報告＆意見交換会�

とおる）	

⽩白井  亨	

厚生文教委員、議会運営委員、広報協議会座長	
  

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	

問い合わせ・ご意見はコチラへ

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／6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。	

【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、議員NAVIなどメディアへの寄稿・取材多数	
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