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小金井市議会「みらいのこがねい」会派ニュース

〇年頭所感～任期4年間の折り返し！後半2年は議論ばかりでなく結果を出そう！
〇2022年を振り返って…第1回から第4回までの定例会と村山ひでき一般質問
〇子ども子育て応援事業：電子版商品券QUOカードPay5000円の配布は2月を予定
〇コロナ対応臨時交付金の使い方について緊急要望書を提出（1月11日）

　あらためて新春のお慶びを申し上げます。
　昨年の小金井市政は、3月議会で庁舎等建設問題が暗礁に乗り上げ、前代未聞の会
議体である庁舎等建設に関する協議会が発足するなど迷走が続きました。さらに加え
て市立保育園の廃園問題をめぐり全員協議会が繰り返されたあげく、西岡市長（当時）
が禁止手といっても過言ではない専決処分を行い、政治的責任をとって辞職するという
予想外の事態となりました。これまで最も長く近く西岡市長を支えてきた議員である村
山ひできにとって苦く衝撃的な事件であり、今なお責任を通感しています。
　その後、11月に実施された市長選挙で新たに誕生した白井市長が12月議会で提案し
た専決処分される前に戻す条例も結局は否決される（下記参照）など、大混乱が続く一
年でした。
　今年こそは、もういい加減に議論ばかり繰り返し結果を出せない状況を変えなくては
なりません。これからも市政の混乱に終止符を打つべく奮闘する覚悟ですので、本年も
よろしくお願い申し上げます。

２０２３新春…２０２２年活動報告号

　白井市長が誕生して間もないため「一般質問は実施しない」、「１日に
２委員会を開催」等の工夫をした第４回定例会は１２月１６日から２６日の
コンパクト開催となりました。
　最終日２６日に西岡前市長が辞職する原因となった「専決処分された
保育園廃園条例」を「元に戻す条例」を白井市長は上程。委員会に付託
せず本会議で議決する即決議案となったため、村山ひできは市長の提案
姿勢について、①議員時代に白井市長は再 「々専決処分は違法性が高い」
と主張してきた。現時点での市長の認識は「裁判中で答えられない」と
答弁があったが担当部局と認識を統一すべき、②保育園の現場を預かる
市職員団体との協議を飛び越えた提案は問題がある。１２月１９日に市長は
市職員団体へ謝罪文を提出したというが今後の交渉に禍根を残す進め
方は認められない、と主張し議案に反対しました。
　結果、直近の議会意思として、西岡市長が行った専決処分は認めら
れなくても廃園する方向性は支持する議員が過半数以上ということが明
らかとなっています。
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第4回定例会
12月16日～26日

２０２３年１月吉日 小金井市議会議員 村山ひでき

2023新春

5月に議長選出等の臨時会を開会予定5月に議長選出等の臨時会を開会予定5月に議長選出等の臨時会を開会予定

専決処分された「保育園廃園条例」廃止の議案を否決専決処分された「保育園廃園条例」廃止の議案を否決

賛 否 会派略称※2 所属議員名

反対

12

子どもの権利④
共産党③
こがおも①
生活者ネット①
緑・つながる①

片山薫・古畑俊男・渡辺大三・高木章成
森戸よう子・たゆ久貴・水上洋志 
水谷たかこ
安田けいこ
坂井えつ子

みらいのこがねい③

自民党・信頼⑤

公明党③
市民会議①

村山ひでき・鈴木成夫・岸田正義
五十嵐京子・清水がく・吹春やすたか
遠藤百合子・河野麻美
宮下誠・渡辺ふき子・小林正樹
斎藤康夫

第４回定例会の最終日
追加送付され即決 反対12：賛成10＝議会の過半数以上は廃園方針を支持

保育園廃園条例を廃止する条例 採決結果

賛成
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※１＝正式には「小金井市立保育園条例の一部を改正する条例を廃止する条例」
※２＝マル数字は所属している議員数
※３＝湯沢綾子議員は産休のため欠席。鈴木成夫議長は採決に加わりません

西岡前市長辞職の原因となった

※１

※３

小金井市議会議員の任期後半2年がスタート小金井市議会議員の任期後半2年がスタート小金井市議会議員の任期後半2年がスタート



　10年ごとに策定される小金井市の最上位計画であり、全ての市施
策を実施する根拠となっている「第5次基本構想議案」が庁舎建設問題
をめぐり紛糾し、2021年の11月22日より実質的な委員会審査に入れ
ないという異常事態が解消されないまま第１回定例会は開会しました。
　この定例会で上程された2022年度一般会計予算案は過去最大規模の
466億8800万円となっており、付託される予算特別委員会の委員長も
村山ひできが務めることに…。村山ひできは前年から基本構想審査
特別委員会の委員長も務めており、1人の議員が同時に2つの特別委員
会の委員長を兼ねるのは極めて異例のことなのですが、西岡市政の逆
風の中で引き受けざるを得ませんでした…。
　この間、村山ひできは西岡市長を支え様々な助言をしてきましたが、
市長は打開策を示すことができず、公式な市議会の場で7回にもわたり、
「（市議会からの意見を踏まえた）検討をするのでお時間をいただきたい」
という趣旨の発言を繰り返すのみ…。そして、7回目の引き延ばし発言が
あった3月3日の基本構想特別委員会において、しびれを切らした議
会が一気に硬化し、一触即発の極めて緊迫した状況となりました。
　このまま放置すると、基本構想議案の撤回、ひいては（基本構想が
根拠となり積算されている）一般会計予算が不成立となり暫定予算、
市長に対する辞職勧告決議が提出される可能性が非常に高くなったと
村山ひできは判断し、これ以上の市政の混乱を招かぬよう様々な調整を
行った結果、議会日程を大幅に変更し3月16日に再開された基本構
想特別委員会にて市長が庁舎建設の設計や時期を大胆に見直す可能
性を表明し、あらためて市議会との意見交換を通じて論点を整理する
「庁舎等建設に関する協議会」が発足することになりました。
　また、具体的な方針を提示できず議会日程を混乱させた責任を明確に
するため市長は自らの4月給料を10％減額する条例を提出し可決され、
大荒れの第1回定例会は閉会となりました。

２

1月1日に小金井市は気候非常事態宣言を表明。
「ストップ気候危機！自治体議員による気候非常事態・
共同宣言の会」として宣伝活動（３月２５日）

第1回定例会
2月17日～3月28日

第２回定例会
6月2日～23日

極めて異例！村山ひできが２つの特別委員会の委員長を同時に兼務…極めて異例！村山ひできが２つの特別委員会の委員長を同時に兼務…
財政不安を払拭できず庁舎等建設問題が暗礁に！西岡市政に暗雲！！財政不安を払拭できず庁舎等建設問題が暗礁に！西岡市政に暗雲！！

村山ひでき「庁舎等建設に関する協議会」副座長に！市立保育園の段階的村山ひでき「庁舎等建設に関する協議会」副座長に！市立保育園の段階的
縮小を説明する全員協議会は大紛糾！保育園廃園条例を提案できずに閉会…縮小を説明する全員協議会は大紛糾！保育園廃園条例を提案できずに閉会…
村山ひでき「庁舎等建設に関する協議会」副座長に！市立保育園の段階的
縮小を説明する全員協議会は大紛糾！保育園廃園条例を提案できずに閉会…

❶６年間で行ってきた取組についての評価 ❷重
要政策の行方（新庁舎建設事業、中期財政計画、
第５次基本構想）、❸庁内人事について（副市長、
民間登用、女性管理職）、の3点を確認し提案し
ていたのですが・・・

西岡市政６年間の総括と今後の展望　西岡市政６年間の総括と今後の展望　西岡市政６年間の総括と今後の展望　

①ネット空間を利用して地域住民がつながる電子掲示板の活用、②いわゆる「回覧板」を見直して、町会・自治会が独自に街角に設
置している情報掲示版の設置費用の補助、もしくは情報掲示板そのものを市側で制作して希望団体に提供すること、③市民課に置
いている市が作成しているチラシ「町会・自治会への加入のご案内」を不動産業者等に協力してもらい物件探しの段階から新規転
入者にお渡しすること、④マンションなどの集合住宅で一定の要件を備えた管理組合等を、町会・自治会と同様の組織として位置づ
けられることとした他市の事例から小金井市でも自治会的な活動をしている管理組合は「みなし自治会」として自治会登録をしても
らう工夫、⑤町会・自治会加入促進条例を定める、などを提案しました。

急転直下、設置された前例のない会議体「庁舎等建設に関
する協議会」が5月10日に発足。庁舎等建設について①設計、
②建設時期、③建設コスト、④その他（検討を必要と考える
事項）の4点について成案を得るべく進めていたのですが…。

村山ひできの一般質問（2月2８日）村山ひできの一般質問（2月2８日）

　市は2021年7月に市立保育園の段階的縮小の方針を決定して
おり、改正条例の提案に向け議会へ説明する全員協議会が未遂
も含めて3回も設定されましたが、結局、西岡市長が9日の会
期前半での条例提案を断念する旨を表明…。議案ではない庁舎
等建設に関する協議会と市立保育園の廃園方針の2案件に時間
を費やした定例会でした。
　特に、市立保育園3園の段階的縮小の方針にもとづく条例に
ついて、西岡市長は予備日21日に全員協議会を開催し、さらに
23日の最終日で改正条例を上程したいと発言していましたが、
時間切れとなり全員協議会を開催することもかなわず「今定例
会での（廃園方針にもとづく）条例提案はできない」と表明する
に至り、ここから閉会中に合計6回も全員協議会を繰り返す泥沼
かつ先行き不透明な状況が続くことになりました。

2022年の議会活動を振り返って…

村山ひできの会派代表質問（2月20日）

自治会・町会への加入促進について　自治会・町会への加入促進について　

極めて異例！村山ひできが２つの特別委員会の委員長を同時に兼務…
財政不安を払拭できず庁舎等建設問題が暗礁に！西岡市政に暗雲！！



日曜議会では、キャッシュレス決済サービスやポイント還元を行うために必要となる市内商店の
デジタル化を市からも支援しようという趣旨で東京都の「商店街デジタル化推進事業補助金」に
市が上乗せ補助をすることを提案し、残時間を使う7日は、デジタル時代の地域経済支援として
「さくらポイント」や「デジタル地域通貨」のあり方や買物困難者支援、地元商店との定期的な意見
交換の設定などを要望しました。

デジタル技術の活用で地域経済の振興を進めようデジタル技術の活用で地域経済の振興を進めようデジタル技術の活用で地域経済の振興を進めようデジタル技術の活用で地域経済の振興を進めよう

　10月7日、第3回定例会は誰もが予想しなかった西岡
市長の辞職という衝撃的な結末をもって閉会となりました。
　なぜ、西岡市長は辞職しなくてはならなくなったの
か？直接的な原因は、厚生文教委員会に付託され継続
審査中だった市立保育園の段階的縮小を進める条例を
専決処分したためです。専決処分とは議会が議決すべ
き事項を市長が代わって処分することで、議会を招集
する暇のないときなどに行い、市長は次の議会での報
告と承認を求めなければならないとされている行為な
のですが……

　あらためて西岡市長が辞職に至った経過を振り返ります。そもそも市立保育園の廃園条例は市議会が真っ二つに
割れる難題であり、6月から市議会全員協議会が合計6回も開催され、まだ一部議員の質疑が途中で残っていたに
もかかわらず、市長が9月中の議決が必要な議案であると判断し、全員協議会が事実上の打ち切りとなるのも覚悟
のうえで、9月1日から始まった第3回定例会への議案上程に踏み切る事態となっていました。
　9月2日の議案上程時の本会議で村山ひできは議案に賛成を表明する質疑を行っており、その後、議案は厚生文
教委員会に付託され審議された結果、9月中の委員会採決を求める声もありましたが、委員会内の多数決により参
考人招致を行うことも含めて「継続審査」扱いとなり、9月28日の本会議で委員長報告がされ正式に継続審査が確
定しました。
　決算特別委員会の初日となる翌日29日の昼食休憩中に、市長が議案を専決処分をしたとの知らせが届き議会は
大紛糾し決算審査は中断となり、翌日30日から専決処分についての全員協議会が開かれる異常事態となりました。
当然、一日で終わるはずもなく10月3日、4日と合計3回の全員協議会が開催されましたが、専決処分は強力な措置
であり、仮に議会が不承認としても元に戻す法的な拘力はありません。市長への不信任決議の可決も現実味をおびる中、
はたして専決処分を認めるのか？認めないのか？…議決態度を迫られる運命の最終日を迎えることになりました。

第３回定例会
9月1日～10月7日 保育園廃園条例をめぐり西岡市長が辞職！専決処分を村山ひできは承認

成案を得ることなく第10回をもって庁舎協議会は終了…
保育園廃園条例をめぐり西岡市長が辞職！専決処分を村山ひできは承認
成案を得ることなく第10回をもって庁舎協議会は終了…
保育園廃園条例をめぐり西岡市長が辞職！専決処分を村山ひできは承認
成案を得ることなく第10回をもって庁舎協議会は終了…
保育園廃園条例をめぐり西岡市長が辞職！専決処分を村山ひできは承認
成案を得ることなく第10回をもって庁舎協議会は終了…

「専決処分の報告および承認について」の議案に対する起立採決の瞬間。
村山ひできと斎藤康夫（こがねい市民会議）２名のみが承認とした（１０月７日）

専決処分に至る経過～吹っ飛んだ5日間の決算審査日程…

　10月7日の本会議で、村山ひできは今回の専決処分を承認しました。承認した主な理由は、①慎重審議をしたいと
判断した厚生文教委員会の意思は尊重されるべきだが、入園募集事務等に影響を与えないための期限は存在している
と認識しており、市長が「期限までに議決されなかった」と判断したことは理解できる。議会は賛否を表明する場で
あり、議員は議案に反対することだってできたはず。②専決処分は議会の議決権を奪う行為であることは間違いない。
しかし、市長部局の主張する期限の通り進めることが必要だと考えている議員もいたはずで村山もその一人であり、
本会議で賛成を表明する議決行動ができなくなったとの思いもある。というのが承認した主な理由です。
　議員として悩んだ末の苦渋の決断でしたが、小金井市にとって「新たな保育業務の総合的な見直し方針」は必要だと
考えます。しかし、西岡市長は10月14日付けをもって退職し、さくら・くりのみの市立保育園は来年4月から段階的
に縮小（2028年3月末で廃園）ということになり、11月27日に実施された市長選挙の大きな争点となっていきます。

専決処分議案への議決結果は不承認20：承認2！村山ひできが承認した理由は？

庁舎等建設に関する協議会の終わらせ方を探る質問だったのですが…。無念です！ 
●1

2024年12月9日に国の名勝指定100周年を迎える小金井桜。市民参加のイベント
合同実行委員会の立ち上げや、「名勝」としての景観を保つための努力を求めました。

●2

村山ひできの一般質問（９月６日）村山ひできの一般質問（９月６日）

※その後、新市長のもとで開催された第4回定例会は1＆4ページをご参照ください。

村山ひできの一般質問（6月5日：日曜議会15分＋7日：残時間45分）村山ひできの一般質問（6月5日：日曜議会15分＋7日：残時間45分）

庁舎建設の行方を考える庁舎建設の行方を考える

名勝小金井桜100周年に向けて　名勝小金井桜100周年に向けて　

庁舎建設の行方を考える庁舎建設の行方を考える

名勝小金井桜100周年に向けて　名勝小金井桜100周年に向けて　
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子ども等を対象にQUOカードPay5000円を配布！
会派みらいのこがねいが緊急要望書を提出

【主な地域活動】
小金井阿波おどり振興協議会 専務理事
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　常任理事

村山ひでき

【プロフィール】
■1971年
■1990年
■1995年

■2005年
■2013年

■2016年
■2017年

新潟県南魚沼郡湯沢町生まれ
新潟県立長岡高等学校　卒業
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
小金井市議会議員選挙に初当選
落選
～㈱ジェイコム東京に入社
復帰を決意し㈱ジェイコムを退職

■2021年再選し現在4期目

再び小金井市議会へ
民進党の解党とともに無所属に
現在、総務企画委員会の委員長を務める

〒１８４-０００４ 小金井市本町6-13-17
サンライズ武蔵小金井702
TEL
FAX
携帯

042-386-5543
042-386-5560
090-3428-2715

Eメール hideki@murayama.tv

ＷＥＢサイト http://www.murayama.tv

Twitter @Murayama_Hideki

Facebook https://www.facebook.com/
hideki.murayama.52

会派みらいのこがねいから緊急要望書を提出（1月 11 日）

第４回定例会の予算特別委員会（12月20日）で村山ひできは令和4年
度中に事業精算まで完了すべき国から小金井市に配分される「新型
コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（以下「交付金」）の
現時点での残額と活用方法について質問し、約1億8000万円の交付金
が残っていることを確認したうえで直ちに活用するよう求めました。
　その後、小金井市は交付金を財源に、子ども子育て応援事業として
18歳までの子ども等を対象にQUOカードPay5000円を配布する事業を
実施するための一般会計補正予算（第12回）を議案上程し、小金井市
議会は定例会最終日となる12月26日に即決で可決しています。
　この補正予算（第12回）で交付金1億691万円が充てられましたが、
まだ約7000万円が存在しており、貴重な交付金を使わずに見逃すの
ことのないよう市民のために活用するべきだと考え、1月11日に村山
ひできが所属する会派みらいのこがねいから要望書を白井市長に提出
しました。詳細は下記をご参照ください。

子ども子育て応援事業の概要

※2月中には対象者へ簡易書留が送付されます
※QUOカードPayの有効使用期限は3年間です

0～18歳の住民基本台帳登録者
1人あたりQUOカードPay 5000円を配布

対象者

支給額

小金井市長  白井亨  様 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    2023 (令和５)年１月11日
会派みらいのこがねい  岸田正義  沖浦あつし  鈴木成夫  村山ひでき

以上

コロナ対応臨時交付金の活用に関する要望書 ※背景説明文省略

①今年1月10日、小金井市商店会連合会が小金井市に提出している要望書で提案された市内18商店会加盟事業者および
　小金井市商工会加盟事業者の計約1500事業者に商品券3万円を配布する事業を検討し予算化すること。

②昨年7月15日、小金井市商店会連合会は「東京都商店街デジタル化推進事業」に採択され「キャッシュレスで小金い
　らずプロジェクト事業」を実施中である。昨年12月1日に小金井市商工会と小金井市商店会連合会の連名で事業補助の
　要望書が小金井市に提出されており、コロナ対応臨時交付金を使って対応すること。

③高齢者支援策として、高齢者世帯へのタクシーチケット配布事業、運転免許証を自主返納し「運転経歴書」を持参した
　高齢者の方にタクシーチケットあるいはコミュニティバスの回数券を提供する事業など、高齢者の外出機会の創出と
　タクシー事業者等支援を目的とする事業を予算化すること。

④障がい児・者、難病者を対象にしたタクシー代及びガソリン代に対し月3000円を上限とした助成金が支給されている。
　助成金は半年ごとに領収書と引き換えに上限額を助成する仕組みであるが、この助成金のうち、令和4年10月から令和
5年3月までの半年分、ひと月の助成額の上限を1000円上乗せして支給すること。

⑤以上、提案要望した施策を実施するための補正予算議案を編成し、審議するための臨時会の早期開催を求める。

４

村山ひでき事務所




