2021 年 12 月 2 日

コロナに負けるな！がんばろう小金井！ どうなる庁舎建設？特集号
〇大混乱の基本構想審査特別委員会ドキュメント！事実上、開会できず（11 月 22 日）
〇議員 16 名「庁舎等建設に係る建築確認申請に関する申し入れ書」提出（11 月 17 日）
〇新型コロナウイルスワクチン追加接種（3 回目接種）は 12 月から順次スタート！
〇一般質問：①農地を守り活かしたまちづくり②高齢者施策の充実（12 月 2 日を予定）

基本構想審査特別委員会（11 月 22 日）審査に至らず！
小金井市長 西岡真一郎 様
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庁舎等建設に係る建築確認申請に関する申し入れ書
１１月 16 日に開催された市議会全員協議会に、市長は、小金
井市の令和 3 年度から 7 年度までの財政見通しを示した「中期財
政計画（案）」と「庁舎等複合施設建設事業 財政計画（案）」を提
示した。
「中期財政計画（案）」は、令和 7 年度末の財政調整基金残高が
わずか 8 億 3000 万円、基金総額も 13 億 1400 万円にまで落ち込
む内容となっている。その一方、公共施設整備基金は不存在のま
ま放置され、現在わずか 5100 万円しか残高がない教育施設整備
基金への積み増しも一切行わないとの内容であった。
「庁舎等複合施設建設事業 財政計画（案）」では、市長自身が
84 億 4000 万円としてきた建設工事費が実に 6 億 3207 万円も急
増し、90 億 6424 万円となっている。総事業費は約 120 億円を超え
た。全員協議会では、多くの議員から、他事業への影響を指摘す
る質疑が相次いだが、市長は「影響が出ないようにする」と述べる
だけで、具体的方策は何ら示さなかった。
この間、市議会は、新型コロナウイルス感染症の下、コストダウ
ンの方策を検討することを、定例会ごとに決議を可決して求めてき
た。
特に 10 月 7 日に賛成 16 反対 6 の大差で可決した「新型コロナ
ウイルス感染症が社会経済状況や市財政に与える影響に鑑み、
新庁舎等建設の見直しを求める決議」は、「基本設計の前提条件
の是正も視野に十分検討し、市民生活に影響のない財政見通し
を示すか、大幅なコストダウンに向けて具体的に取り組むべきで
ある」と指摘した。しかし、市長の姿勢はこの決議に真っ向から反
するものである。
よって、決議に賛成した全議員は、連名で、市長に対し、以下の
事項を緊急に申し入れるものである。

市民と議会の理解を得るまでの間、庁舎等建設に係る建
築確認申請は行わないこと。
以上

庁舎建設事業に暗雲！委員会を開催できず
11 月 22 日、村山ひできが委員長を務める基
本構想審査特別委員会は、開会と同時に議員
多数から基本構想審査と一緒に議論される中
期財政計画（案）等に対する厳しい意見が続出
し空転。調整のための休憩後に市長が「この状
況を打開する検討のため第 4 回定例会の会期
中まで時間をいただきたい」と発言し、実質的な
審査に至らず閉会となってしまいました。

最初の全員協議会と庁舎建設見直し決議
議会が紛糾する原因の始まりは 10 月 6 日、
中期財政計画（案）の説明のため開催された全
員協議会で議会多数から危機的な財政状況に
陥る可能性が厳しく指摘されたことに遡ります。
その後、7 会派 16 名の議員が「新型コロナウ
イルス感染症が社会経済状況や市財政に与え
る影響に鑑み、新庁舎等建設の見直しを求める
決議」を可決する事態となっていました。

2 回目の全員協議会と市長への申し入れ
そして、11 月 16 日に庁舎等建設費約 90.7 億
円を反映させた新たな中期財政計画（案）が示
され再び全員協議会で質疑。10 月 6 日の時点よ
りも更に厳しい財政見通しとなった計画案を不
安視する意見が多数となり、翌日 7 会派 16 名の
議員が左記の申し入れをするに至ったのです。

どうやったら正常な審査に戻れるか？
村山ひできは庁舎建設を遂行するギリギリの
財政状況だと捉えてはいますが、議会多数が反
対する状況でこのまま進めるには無理があると
も考えます。現実的な判断をするよう市長と協
議し議会に打開策を示せるよう動きます。

新型コロナワクチンを 2 回接種した場合であっ
ても、接種後の時間の経過とともにワクチンの有
効性や免疫原性が低下することが報告されてい
ます。小金井市においても国の方針に基づき、2
回目接種を終了した方のうち、原則として接種後
8 か月以上経過した方を対象に、今年 12 月から
順次、3 回目接種を行うことになったと 11 月 9 日
に開催された全員協議会で報告がありました。
また、未接種や 2 回目接種をご希望の方には
保健センターで集団接種を実施中（開設日：12 月
4 日（土）から 1 月 29 日（土）の間の水曜、土曜の
一部/受付時間：15：30～15：45）です。ご希望され
る方は市コールセンター（℡042－316-7666）まで
お問合せください。

11 月 29 日から市議会第４回定例会が開会中！（12 月 22 日まで）

【2021 年度 第 4 回定例会の日程（予定）】
最大の焦点は本レポート冒頭でお伝えした通り、大紛糾
した基本構想特別委員会を再開することができるかどうか
です。開催するためには市長が事前に議会に打開策を示
さねばならず時間的に間に合うのか…？ご注目ください！
１１月２９日(月) 本会議（議案説明）
１２月２日（木）～７日（火） 本会議（一般質問）
１２月 ８日(水) 議会運営委員会
１２月 ９日(木) 厚生文教委員会
１２月１０日(金) 建設環境委員会
１２月１３日(月) 総務企画委員会
１２月１４日(火) 予算特別委員会
１２月１５日(水) 庁舎等建設及び公共施設マネジメント
推進調査特別委員会
１２月１６日(木) 行財政改革推進調査特別委員会
１２月１７日(金) 基本構想審査特別委員会
１２月２０日(月) 本会議予備日
１２月２２日(水) 本会議（討論・採決）
村山ひできプロフィール
●1971 年 新潟県南魚沼郡湯沢町生まれ
●1990 年 新潟県立長岡高等学校 卒業
●1995 年 明治大学政治経済学部 卒業
～衆議院議員（岩國哲人・城島正光）秘書
●2005 年 小金井市議会議員選挙に初当選
●2013 年 落選
～㈱ｼﾞｪｲｺﾑ東京に入社し会社員として勤務
●2016 年 復帰を決意し㈱ｼﾞｪｲｺﾑを退職
●2017 年 再び小金井市議会へ
民進党の解党とともに無所属に
●2021 年 再選し現在 4 期目

11 月 29 日から第 4 回定例会が開会し
ています。議案数は少ないのですが、
庁舎等建設事業をめぐり荒れる市議会
になりそうです・・・。
また、12 月 2 日の 13 時より村山ひで
きは一般質問を行う予定です。今回のテ
ーマは２つ。最初に「農地を守り活かした
まちづくり」ということで市民農園の増設
や都市農地の持つ可能性を探り改正作
業中の市農業振興計画に反映させるこ
とを求めます。
次に「高齢者が健康長寿で住み続け
たい小金井を」つくるために、単身高齢
者世帯の見守り、ごみ出し支援（ふれあ
い収集）、補装具費支給制度、スマート
フォン等のデジタル対策などの改善を提
案する予定です。
質問の模様は YouTube でご覧いただ
けますので、是非ご視聴ください。

村山ひでき事務所
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小金井阿波おどり振興協議会
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小金井薪能 理事・警備委員長
小金井市献血推進協議会 事務局長
小金井市ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 事務局長
子ども達を薬害から守る実行委員会 事務局
名勝 小金井桜の会 会員
明治大学校友会小金井地域支部 幹事
小金井青年会議所シニアクラブ 会員
はけの自然を大切にする会 会員
東京小金井ロータリークラブ 会員
小金井明るい社会づくりの会
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