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2020年8月５日号みらいのこがねい
来年度予算要望書を早くも提出来年度予算要望書を早くも提出「コロナ危機から市民生活を守る」「コロナ危機から市民生活を守る」「コロナ危機から市民生活を守る」

　会派みらいのこがねいは、7月20日、西岡市長に「令
和３年度 予算編成に対する要望書」を提出しました。
　来年度の予算編成は秋から本格化するのですが、小金
井市内にも深刻な影響を及ぼしている新型コロナウイル
スの猛威から市民生活を守る緊急対策を更に実施する必
要があると判断し提出を急ぎました。既に、小金井市は
多くの支援策を打ち出しており、会派みらいのこがねい
が要望して実現したコロナ対策については２面をご参照
ください。
　また、下記にコロナ対策について新たに要望した事項
を一部抜粋し掲載しましたのでご高覧ください。

↑市役所本庁舎の市長室にて予算要望書を提出（7月20日）

医療従事者への感謝を込めた
LIGHT IT BLUEが5月11日から
6月15日まで本格オープン直
前の武蔵小金井シティクロス
最上階でも灯されました。

（ 7月20日時点 ）
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　  事業所・商工業への支援
　　・事業継続支援給付金（20万円）で対象とならなかった自己所有物件等の事業者への支援を検討すること。
　　　受給可能となった場合の申請手続きは可能な限り簡略化する工夫を求める。
　  高齢者ならびに社会的弱者への支援
　　・再度の感染拡大により自粛生活を余儀なくされている高齢者への支援を検討すること。
　　・高齢者のみならず買い物支援として、地域タクシー事業者による宅配事業を検討すること。
　  学生・生徒・児童への支援
　　・学生支援特別支援給付金を創設し、困窮する学生への生活支援を検討すること。
　　・酷暑の夏を迎える前に給食調理場にエアコンの設置もしくは移動式エアコンの導入を図ること。
　　 児童、生徒の安全や食品管理の観点からも、給食調理員の熱中症対策としても至急の改善を求める。
　  医療従事者への支援
　　・市民の不安軽減に大きく貢献しているＰＣＲ検査センターに従事している方々
　　　に直接的な支援策が必要であり、現場手当を支給できるよう検討すること。
　  芸術文化市民活動への支援
　　・市民交流センターと同様に、小金井市市民会館「萌え木ホール」といった市施設
　　　の利用料金も定員制限に伴い減額すること。

 ・市内アーティストに対する継続的な支援策を早急に打ち出すこと。直接的な出
　　　演ができない場合でも、何らかの機会を創出すること。
　　災害対策
　　・避難所運営の感染症対策に必要な備品を早急に確保するとともに感染症対策を
　　　踏まえた避難所運営マニュアルを改定し、早急に実地訓練を実施すること。
　　・ハザードマップと合わせて内閣府が定めた避難行動判定フロー図を活用して、
　　　在宅避難や垂直避難などの周知啓発を行うこと。



　新型コロナウイルスの感染拡大は、子どもたち含む市民や地域経済に大き
な影響を与えるものとなり、この間、私たち議員も市民の皆様から多様なご
意見やご要望をいただきました。いただいた市民の皆様の声は会派「みらいの
こがねい」の要望書としてまとめ、４月13日、４月27日の２回にわたり市に
提出した結果、第２回定例会（６月議会）で提案された補正予算（第２回～第４
回）に反映されました！他にも実施される小金井市のコロナ対策とあわせて、
下記にまとめましたのでご高覧ください。
　もちろん、これで終わりということではなく、１面に掲載した要望事項を
実行するための臨時議会を早期に開催することも要望していますし、第３回
定例会（９月議会）でも引き続き皆様の声を議会に届けてまいりますのでご期
待ください。

　令和２年第２回小金井市議会定例会では、新型コロナウイルス（COVID-19）感染症対策として、小金井市緊急対応方
針に基づき、総額約13億円の補正予算が計上されていました。６月23日最終本会議で行われた採決の結果、補正予算案
は賛成多数で可決、成立しました。

高齢者世帯への支援

集団健診の個別化

妊婦への育児パッケージ配布事業

生活困窮者住宅確保給付金の要件緩和

児童扶養手当受給者支援臨時特別
給付金給付事業

芸術文化活動を行う方への支援

自転車定期利用者支援

感染予防のため、外出を控える高齢者の命に関わる熱中症対策として、冷房機
器導入、設置費用を助成

【市内事業者の資金繰り支援】
売上が前年比15％以上減少している市内中小事業者等（法人・NPO法人含む）
個人事業主に対し、事業継続支援給付金20万円を支給する施策が決定

【持続化給付金等申請サポート】
地元の行政書士会多摩中央支部のご協力により持続化給付金等のWEB申請のサポー
ト、専門家による事前チェックと相談の実施（月１回、9月までの予定）

【インターネットを活用した家庭学習支援】
臨時休校期間中の子どもたちの学びを継続し、ICT技術を活用した教育機会確保のた
め、児童・生徒ひとり１台のパソコンを配備

感染リスク低減のため、乳児・１歳６ヶ月・３歳児健診。３歳児・妊婦歯科健
診を医療機関で個別健診化
ひとり親家庭等を支援するため、児童扶養手当受給者に令和２年７月支給分

（５・６月分）と同額を支給
感染予防の観点から、妊婦に対しタクシーチケット等に利用できる育児パッ
ケージ１万円分を配布
家賃の支払いが困難となる方に対し住宅確保給付金を支給（予算に銀行振込手
数料増加分含む）
市民交流センターの定員制限を行うことから、芸術文化活動を行う方を支援す
るため、来年３月31日までの施設利用料金の半額を市が補助
学校休校により、外出控えをした学生等に対し、自転車駐車場定期利用契約に
伴い納入した利用額を支給

【新型コロナウイルス感染症関係コールセンター開設】
新型コロナウイルス関係の問合せ窓口を総合相談窓口化しました

【PCRセンターの整備・運用支援】
医療用物資の調達支援として感染防護衣、非接触式体温計を提供

【障害福祉事業所、介護福祉事業所支援】
感染拡大防止を図りつつ、公益性の高い福祉事業を継続する事業者に対し20万円を
補助し、最前線ではたらく職員に対し慰労品（ギフトカード）ひとり5千円を支給

収益が減少している市内事業者への市
独自の支援策を行うこと

みらいのこがねいからの要望
（提出した要望書より概要抜粋）

早急に総合相談窓口及び専用電話を設
置して相談体制の整備を求める

市民が利用できる発熱外来・PCR検査
センターの設置を

国、都の支援策に対する申請書類作成
に士業などの専門家と連携し、相談窓
口の円滑化を図ること

各家庭のネット環境の把握、端末と通
信機器の貸し出し等、オンライン授業
に向けた環境整備を早急に行うこと

社会生活を維持する上で必要なサービ
ス等、休めない職場の従事者・職員の
精神的ケア、フォロー体制の構築を図
ること

外出自粛要請中の緊急事態宣言下でも休ん
でいるわけにはいかない！皆様からの声を
カタチにすべく何度もオンライン会議を開
催しました

みらいのこがねいが提案・要望したコロナ対策が続々と実現しました！

実現した事業と取り組み

まだまだある！
第2回定例会で可決された新型コロナウイルス関連の補正予算の概要
まだまだある！
第2回定例会で可決された新型コロナウイルス関連の補正予算の概要

みらいのこがねいが提案・要望したコロナ対策が続々と実現しました！

2

第2回定例会（6月1日～6月23日）



　議員定数を現状の24名から22名に削減する議員提案条例は2月19日本会議で否決され、市民から提出された同趣旨
の請願書も6月23日本会議で否決となりました。議員定数削減そのものに反対するものではありませんが、その提案
プロセスに大きな問題があると考え、会派みらいのこがねいは現時点では反対しました。あらためて問題点を下記に
まとめましたのでご高覧ください。

　定数の根拠を尋ねた質問に「22人という根拠も、こちらとして示すことはできない」
（2019年7月31日：議会運営委員会）と根拠のないまま提案したことを認めました。

自民党 ・信頼の提案議員自身が２２名の根拠がないことを認めている 「議定研」の活動ご紹介

自民党・信頼、公明党、情報公開こがねいの提案プロセスが問題！自民党・信頼、公明党、情報公開こがねいの提案プロセスが問題！
議員定数削減問題

問題
１

　定数の根拠を創るべく2019年6月に「議員定数を考える小金井市議会研究会」（略して
『議定研』）を発足させて全議員に呼びかけるも参加してもらえませんでした。

自民党 ・信頼、公明党、情報公開こがねいの議員は勉強会に参加せず

賛成派も反対派も根拠を創る努力をすべきではないか！

　最小の経費で最大の効果をあげる効率性の実現である行財政改革の論理と、地域民主
主義の充実・実現である議会改革の論理は異なります。議員定数は議会機能を構成する
１つの要素でしかなく、いかに地域民主主義を充実させるかは、議員定数＋議会支援力
＋市民参加を合わせた議会機能をどのように向上させることができるかという議会改革
の議論が必要です！

財源論で語るべきではない

結論ありきの定数削減ではなく、地域民主主義の充実に何が必要かを議論すべき

　地域民主主義を充実・実現させる議会をどう創り上げるかの議論ができていませ
ん。これは、昨年12月の議員研修会、議会運営委員会で行政視察した堺市議会や
京丹後市議会でも同じ指摘があり、とても重要ことです。そして、それは地域民主
主義を担う市民と共に市民フォーラムや懇談会を実施して共通理解を進める必要が
あることも学んだはずです。

どのような市議会を目指すかの議論がない

2017年当時から指摘された最も重要なこの議論が棚上げにされています

『議員定数の改正に当たっては、市政の現状及び課題を十分に考慮し、市民の意見
を聴取した上で定めるものとする』（21条2項）
　2016年に小金井市議会基本条例を策定して以来、上記に定める市民意見の聴取を
行っていないことは明白であり、多くの時間をかけて全議員で創り上げ、自ら議会
の最高規範とした条例を破るのでしょうか!?
　自民党・信頼、公明党、情報公開こがねいの議員は2012年市民アンケートや議
員個々の意見聴取を理由としますが、それで足りるならば、なぜ2016年に策定し
た議会基本条例にわざわざ明記したのでしょうか!?

小金井市議会基本条例第21条２項に違反している

多くの議員から指摘された問題に、反論どころか全く触れようとしないのはなぜ？

　地方自治法が一部改正され、議員数の上限が撤廃されたことで人口規模で議員定数を
説明することは困難となりました。だからこそ各々の地域特性に合わせて議員定数の根
拠を創るために多くの議会が特別委員会等を立ち上げて議論しています！

他市比較は参考にはなるが理由にはならない

会派みらいのこがねい等の
提案で議員報酬削減条例が
可決！
　定例会開会前の５月から
コロナ対策の費用を議会側
からも捻出する方法を会派
みらいのこがねいは模索。
他会派とも調整した結果、
７月支給の議員報酬を20%
カットし、新たに設置した
コロナ対策基金に積み立て
る議員提案が賛成多数で可
決となりました。
　また、市の理事者（市長・
副市長・教育長）も議会と同
様に７月給与を20％カット
する条例を提案し、可決と
なっています。
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「これらの問題と向き合うことなく
  否決されたことのみ喧伝する姿勢は非常に残念である！」
「これらの問題と向き合うことなく
  否決されたことのみ喧伝する姿勢は非常に残念である！」
「これらの問題と向き合うことなく
  否決されたことのみ喧伝する姿勢は非常に残念である！」

2019年6月に発足した
「議員定数を考える小金
井市議会研究会」は13人

（当時）の議員が参加。議員
活動の実態を各自調査し、
先進市の検討事例を研究
する勉強会を何度も開催。
11月5日には広く市民にも
参加を呼びかけたシンポジ
ウムを実施しました。

問題
２

問題
３

問題
４

問題
５

問題
６



議会多数が再び庁舎建設をストップさせる？
　まずは、右の「新型コロナウイルス感染症を踏まえ、新庁舎
及び（仮称）新福祉会館建設に関して、慎重な検討を求める決
議」をご覧ください。
　一見、「慎重に庁舎建設を進める」ような表現をとりつつ、
事実上の凍結を求める内容となっていることは明らかです
が、なんと第２回定例会の最終日である６月23日に自民党・
公明党をはじめとする議会多数が賛成し可決されてしまいま
した。
立ち止まることが一番のコスト増
　この決議の問題は特に項目の４と５です。
　まず、項目４の「基礎的与条件の見直し」は今までの積み
重ねを振り出しに戻すことを意味しますし、これまで設計
の自由度を狭めることを選んできたのは市議会です。「あら
ゆる可能性を検討」することで、再び時間を無駄にしようと
いうのでしょうか。

また、項目５ですが、「感染症の対応を加味」「設計の見
直し」とありますが、何をどうしたいのか曖昧です。結果、
このコロナ禍で更に建設費を増やすのでしょうか。なお、
既に必要な換気量基準を満たす設計となっており、その他
の密対策は運用面で行うべきと我々は考えます。
庁舎問題の本質を忘れるな！
　第２庁舎の賃借料は１日約６０万円！既に基本設計が終了
して実施設計に移行している段階なのに、むやみに立ち止
まって時間が経過するほど竣工までの賃借料が増え続けま
す。事務的作業である実施設計の段階で早々と早期竣工を
あきらめることはできません！！

新庁舎及び（仮称）新福祉会館　建設問題 議会が早期竣工を真っ先に諦めていいのか？！
みらいのこがねいは「コロナ禍だから設計見直しを求める決議」に反対です！みらいのこがねいは「コロナ禍だから設計見直しを求める決議」に反対です！

賛成 14 自民信頼・公明・共産・渡辺(大)・斎藤・片山

反対 ９ みらいのこがねい・こがおも・篠原・田頭・坂井

新型コロナウイルス感染症を踏まえ、新庁舎及び（仮称）
新福祉会館建設に関して、慎重な検討を求める決議
新型コロナウイルス感染症を踏まえ、新庁舎及び（仮称）
新福祉会館建設に関して、慎重な検討を求める決議

みらいのこがねいメンバー紹介 市政へのご意見をお聞かせください

総務企画委員会
庁舎・福祉会館特別委員会
〒184-0014 貫井南町1-26-21
TEL：090-8819-0785

鈴木 しげお
総務企画委員会 委員長
庁舎・福祉会館特別委員会
〒184-0004 本町6-13-17-702
TEL：090-3428-2715

村山 ひでき
議会運営委員会 副委員長
建設環境委員会・行財政改革特別委員会
〒184-0005 桜町1-10-24
TEL：090-2207-4586

岸田 正義
厚生文教委員会 副委員長
行財政改革特別委員会
〒184-001２ 中町3-22-14-410
TEL：090-4731-8902

沖浦 あつし沖浦 あつし
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　新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界も我が国も
甚大な人的、経済的被害を受けている。しかも、いまだ終息
時期は見通せず、今秋以降の第二波、第三波の襲来も強く懸
念されるところである。世界経済の急激な悪化は、国、東京
都、そして本市の今後の財政運営にも深刻な影響を与えるも
のである。
　そのような状況下、国内では、庁舎建設の発注を延期した
り、建設計画そのものを凍結したりする事例も発生している
ところである。新型コロナウイルス感染症の拡大という未曽
有の事態を踏まえ、慎重な対応をすることは、住民福祉の向
上を最大の目的とする自治体として当然のことである。ま
た、そもそも庁舎建設は市民の理解と納得に立脚して行われ
るべきものである。
　本市においては、新庁舎及び（仮称）福祉会館の建設は、基
本設計を本年３月に終え、６月２日に実施設計を契約した旨
が市長から報告された。
　市長は当初「市民への新たな負担はない」と説明していた。
しかし、総事業費は約１０７億円（起債の利息を含まない額）
にまで膨張し、事業収支も明確にはなっていない。現時点で
は、新型コロナウイルス感染症の影響を反映した市全体の財
政計画すら示されていない。
　よって、小金井市議会は、市長に対し、以下の事項を強く
求めるものである。
１、新型コロナウイルス感染症の拡大という人類史に残る重
　　大事件に直面した現在、市民の生命・健康・生活・営業
　　の維持を最優先すべく、新庁舎及び（仮称）新福祉会館建
　　設に関しては、丁寧に進めること。
２、現下の社会経済情勢を踏まえ、市の限りある財源は、新
　　型コロナウイルス感染症対策及び市民や事業者の支援に
　　最優先に配分すること。
３、新庁舎及び（仮称）新福祉会館建設の詳細な事業収支、市
　　全体の財政計画を示し、市民及び議会の理解を得ること。
４、新庁舎及び（仮称）新福祉会館建設の抜本的なコストダウ
　　ンが必要と判断される場合は、これまでの基礎的与条件
　　の見直しを含め、あらゆる可能性を検討すること。
５、重大な感染症の発生にも対応するという要素を加味して、
　　設計の見直しの必要性を検討し、議会に示すこと。

ここに反対しました！ここに反対しました！




