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人口1人あたり　360,869円	  
	  　　　（昨年比：5,463円減）	  
1世帯あたり　　	  725,976円	  
　    （昨年比：13,898円減）	  
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⼩小⾦金金井市を、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）	

2月20日に2019年小金井市議会第1回定例会が開幕しました。4月からの新年度予算が注目されますが、昨年の過去最大予算
と同規模な予算編成となり、新しい事業も数多く組まれています。市民・議会からの各種要望を一定程度反映した形にみえる一方
で、市長の「政策」と呼べる予算項目が見当たらず、コンセプトがないという声も聞こえてきます。�

“あれもこれも”の2019年度予算 

4月から小金井市は	
どうなる？	

今月の
特集	

私の	

一般質問	

裏面で詳しく！

裏面で詳しく！

リサイクル事業所の
閉鎖、知ってる？	

裏面でちょっとだけ

裏面でちょっとだけ

市議会定例会	
開幕！	

東京都、	

意見交換会	

やめるってよ	
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人口：121,443人／60,367世帯	

歳入に占める市民税割合が高く、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	
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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�

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ます。	

審査は予算特別委員会▶3月11日〜18日�新年度・新規事業ピックアップ�

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��179．9万円�

◯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�

子育て�

学校�
◯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�
◯スーパーバイザー謝礼��30万円�

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�

民生費
内訳�

前年比0．5%減� 前年比0．5%減�

？！ 

※H31年1月1日現在	

・社会福祉費　1.7％増	  
・児童福祉費　9.7％増	  
・生活保護費　4.7％増	  
・国民年金費　3.4％減	

市税�
内訳�

・市民税　　 　	  	  113億円（1.2％増）	  
・固定資産税	  	  75.6億円（2.1％増）	  
・軽自動車税 　0.6億円（7.2％増）	  
・市たばこ税　	  	  4.5億円（4.4％減）	  
・都市計画税　18.4億円（1.5％増）	

産業フェスタに現れた恐竜（2月7〜9日）	



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。	

厚生文教委員、議会運営委員、広報協議会座長	  
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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 

Topics★	

◯その他、市政アラカルト�

← 蛇の目跡地にあるリサ
イクル事業所は3月末で閉
鎖。３Rを実現する一つ「リ
ユース」啓発・推進のため
に、早期にリユース実践
の場としての代替機能が
必要なのですが…。	

3月定例会スケジュール・その他議案�

小金井市議会　会派	 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	

定例会情報	

2月20日から3月26日にかけて平日はほぼ毎日何かの会議が開かれています。この
定例会は予算審議が6日間あり、長丁場となっています。	

噂の現場
レポート

都市計画道路の意見交換会はもう開催せず！？�

東京都建設局

参加市⺠民 3･4･11号線の整備の必要性について、協
議したい。パブコメでも大多数が見直し・反
対を意見しているが都は無視している。建
設局ではなく、都市整備局と話がしたい！�

事業化が前提。その上で住民の皆さんの意
見を聴いて、環境や景観に影響のないように
設計したい。都市整備局は来ない。�

＝道路の必要性について協議を 

＝事業化を前提と考えている 

致命的な�
見解の
ギャップ�

2月8日、都市計画道路3･4･11号線に関する意見交換会が開かれました。約1年ぶりの開催です。都
は「私たちが目的とした意見交換ができない」「お互いにとってメリットがない」として、今後は意見交換
会ではなくオープンハウスという展示・情報提供を中心とした取組へシフトする方針を述べました。事
業着手に踏み出す行為に対して市民側の納得感はなく、意見交換会終了後に寒空の下、都職員に考
えを改めてほしいと訴える市民が多数いました。�

以前から問題提起して
いた「無電柱化」ですが、
国の方針もありようやく
推進計画の策定へ。3月
18日までパブリックコメン
トをやっています（詳しく
は市HPにて）。→	

←LGBT（性的少数者）の
制度に関する制度に関す
る勉強会に参加してきまし
た（2月12日）。小金井市で
もパートナーシップ制度の
導入が期待されています。	

テーブルごとに都の職員が
入ってざっくばらんに話をす
るなど、意見交換のやり方

ももっと工夫できますよね？	

その他注目の議案� 私の一般質問�

①「小金井らしい」新庁舎建設とは何か	

都の一方的な“お別れ”に
対して、会場は紛糾。地元
への理解を求めるための意

見交換ではなかった。	

ちょっと	  
待った！	

たった2回の意見交換会だけで市民（都民）との対話をやめ、環境現
況調査へ進めるという。もう少し実質的な対話の手法を模索できな

かったのか。これでは遺恨ばかりが残り、お互い不幸な状況に…。	

②都市計画道路3.4.11号線について、市
長は傍観するだけなのか	

③市内で も利用者の多い市立公園・
栗山公園のメンテナンスに力を入れよ	

“市長のペナルティ条例” 
昨年の「社会福祉委員報酬誤支給対応ミ
ス問題」に関する議会の調査が終了。�

これを受けて、市長の責
任を認め月額30％カット
（1ヶ月）の減給条例�

2019年度の予算審議は
6日間に分けて行われま

す。深夜にまでかかる時
も…。新規事業の内容な

どもしっかり聴いておか

ないといけませんね…。	

前半の本会議で、	  
新年度における市

長の「施政方針」に
対する質疑が行わ

れます。	

「予備日」は積
み残しを整理す

る日です。本会
議や委員会な

どが開かれます。	

は、私が	  
出席する会議	

2月17日午後、市民主催
の「放課後を本気で考え
るプロジェクト（第5回）」
に参加。合計５回の学習
会はこれで終了ですが、
今後もこの市民発の取
組は継続しそうです。→	

これから	
審議	

意見交換会	

やめます	


