２０１７年３月市議会が開会しました︒ 傍聴しました︒
幸野市議は﹁議会制民主主義﹂や﹁自
治基本条例﹂﹁日本国憲法﹂を井澤市長
が守らない問題に加え︑﹁市民生活・社
会保障・公共施設の充実﹂﹁環境とバリ

２月 日に井澤市長の施政方針演説が
行われ︑ 日の日曜日には各会派の代表
質問が行われました︒
日本共産党国分寺市議団からは幸野お

議会制民主主義は成り立たな
い﹂と厳しく批判し︑今後も
市議会で追及していくことを
表明しました︒

アフリー﹂の問題など︑市民の願いに反
する井澤市長の根本姿勢を質しました︒

●議会制民主主義と
二元代表制を守れ！
はじめに幸野市議は︑昨年

次に幸野市議は︑市民の声

●総合ビジョンを︑
市民とともに策定を！

ついて﹁議会制民主主義と二
元代表制が問われている︒今

をまともに聞かずに策定して
いる﹁国分寺市総合ビジョン﹂

●新庁舎の建設場所
市民の声を聞くべき
また幸野市議は﹁新庁舎建
設の建設場所﹂について︑井
澤市長が﹁来年度には決めた
い﹂と言っていることについ
て︑﹁言語道断だ︒ 万人市
安倍政権の下で、具体的な改憲の取り組
みが進められています。また、南スーダン
では「戦闘地域」に自衛隊が派遣されるな
ど、なし崩しで「憲法9条」が壊憲されて
います。
今こそ憲法9条の価値を学び拡げましょう！
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講師：明日の自由を守る若手弁護士の
会・久保田太一弁護士
日時：３月１１日（土曜日）
１４：００〜
場所：労政会館
主催：国分寺９条の会
連絡先：増島まで
０４２−５７１−３３６５

の 月議会・一般質問で市長
が答弁拒否をしていたことに

後︑答弁拒否をしないことを
約束してほしい﹂と質問︒

から自治基本条例と日本国憲
法の理念を削除していること
を指摘し﹁総合ビジョンは策
定し 直 す べ き﹂ と 求 めま し た ︒
︵前々号参照︶
市長は﹁日本国憲法と自治

基本条例を踏まえている︒削っ
たわけではない﹂と強弁︑ま
た具体的な政策を決める﹁国
分寺市ビジョン実行計画﹂に
ついては︑市民説明会やパブ
リックコメントさえも実施せ
ず︑市民参加なしで策定する
姿勢に固執しました︒

さむ市議が質問に立ち︑市長選挙前の代
表質問ということもあり︑多くの市民が

17

市長は﹁部長や副市長と私
の意見は一致している︒他の
人間で答えられることは︑他
の人間で答えることにしてい
る﹂と拒否しました︒
幸野市議は﹁部長や副市長
が全て答えられるなら︑市議
会に市長はいらないことにな
る﹂﹁気に入らない議員と会
派に答えなくなってしまえば

﹁ 万人 市民の命と生
活・財産を 守る﹂ ﹁国
分寺市自治 基本条 例を
守る﹂﹁市 議会と の対
話を大切に する﹂ ﹁障
がい者︑高 齢者の 幸せ
を考える﹂﹁私の責任は健康
で文化的な都市をつくること﹂

ぎ出して︒ 幸野 おさむ

10

19
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民が決めることであり︑最終 ・・井澤市長が４年前に所信
的には住民投票を行うべき﹂ 表明で述べられていた大事な
部分が著しく後退しています︒
と質問しました︒
市長はこれまでの姿勢を転 代表質問では︑地方自治︑地
換し﹁多くの方のご意見を聞 方 政 治 の 根 幹 の 理 念 で あ る
いたうえで進めていく﹂と答 ﹃議会制民主主義﹄や﹃自治
基本条例﹄﹃日本国憲法﹄と
弁しました︒
いう︑行政権力が最も遵守し
●国分寺まつり問題
なければならない民主主義の
早急に人権の回復を
基本を蔑ろにする井澤市長の
幸野市議は﹁国分寺まつり
本質が明らかになったと思い
の出店拒否問題﹂で﹁東京弁
ます︒また︑実質賃金が伸び
護士会から人権侵害だと言わ
悩み︑家計消費が著しく落ち
れている︒人権侵害を早急に
込んでいるのに︑アベノミク
回復 す べ き だ﹂ と 迫 りま し た ︒
スを礼賛し︑市民生活に心を
市長は﹁いま︑東京弁護士
よせない姿勢であることも浮
会からの要望書を検討してい
き彫りになりました︒﹁消費
る︒これは実行委員会が検討
税は社会保障の目的税として
するものだ﹂などと答弁し︑
上げるべき﹂と言っていたの
相変わらず無責任で︑人権問
に︑消費税の財源を社会保障
題に無頓着な姿勢を続けてい
に使わず︑大型開発のために
ます︒
積み立てています︒﹁人口は
●自治基本条例と︑
減少する﹂と市の計画にうた
日本国憲法に
いながら﹁１年間で１０００
もとづく市政を！
人 増 え て い る ﹂ ﹁今 後 年 間
は増加する見通し﹂と誇って
いるのも井澤市長です︒安倍
首相とともに政治家の信用に
泥を塗っている井澤市長に今
度こそ土をつけましょう！
万人市民のための市長を担

幸野市議は﹁自治基本条例
も日本国憲法も守ると言って
おきながら︑言葉だけだとい
うことが明らかになった︒平
気で人権侵害をする市政は大
問題だ﹂と厳しく批判しまし
た︒ ︵裏面に続く︶
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ムを増設すべき﹂と求めました︒
市長は﹁人口が増えることに伴っ
て︑高齢者の施設や子ども達の施

求めました︒

して質問を終えました︒

最後に幸野市議は﹁井澤市長は
残念ながら︑市民目線ではない︒
自治基本条例も日本国憲法も守ら
ない︒市民の暮らしも顧みない︒
やはり転換するしかない﹂と強調

●市長を変えるしかない

そして﹁バリアフリーのまちづ
くりを進めるために︑西国分寺駅
の東口や恋ヶ窪駅の東口の開設を﹂
求めました︒

代表質問で幸野市議が使用したパネル

︵表面のつづき︶
市長は﹁将来を考えた財政運営
をしていかなければならない立場
設を増やしていかなければいけな
いということで︑これから逐次やっ

18

●消費税の財源や︑
北口再開発の財源を活用し
市民生活の充実を！
で︑そういうことは申し上げられ
ない︒財政規律を守らなければな

●子育て支援に財源を

らない﹂と︑積立金を市民生活や
社会保障に充てることを拒否しま
した︒

また︑市内の人口が増加する中

ていくと申し上げている﹂と自ら
策定した計画の矛盾を認める答弁
をしながらも︑矛盾した計画につ
い ては 変更 せず︑ 固執 して いま す︒
︵下グラフ︶

次に幸野市議は︑市の積立金が
増加している要因は① 消費税が増
税されたことと② 国分寺駅北口再
開発敷地の一部売却益が入ったこ
とだと指摘しました︒︵左グラフ︶
しかし︑消費税は法律で社会保
障に充てることが明記されている
のにもかかわらず︑市民生活にか
で︑学校の教室不足等が深刻になっ
ていますが︑幸野市議は﹁﹃人口

校の教室や子育て支援施設︑高齢
者・障害者施設︑スポーツ施設︑

1

まちづくりの問題では︑幸野市
議は﹁ 世紀は環境の世紀と政府
も言っているが︑国分寺市は﹃環
境部﹄を﹃建設環境部﹄と﹃まち
づくり部﹄に再編してしまった︒
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● 人口の増加に対応して
必要な公共施設の整備を

かわる予算が不十分になっている
ことについて﹁子どもたちや︑障

﹁本気で待機児童を解消すること
や︑本気で学童保育所を増設する
公園など人口の増加に合わせて増
やしていく計画に見直すべき﹂と

がい者︑高齢者の方々に心を寄せ は減少するから公共施設は統廃合
る予 算に なって いな い﹂ と批判 し ︑ す る ﹄ と い う 市 の 計 画 を 改 め ︑ 学

こと︑老人保健施設や︑特別養護
老人ホーム︑障害者のグループホー
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そして幸野市議は﹁子育て支援
として︑子どもの医療費を 歳ま
で無料化するのは約 億円ででき
る︒市長が廃止した低所得世帯の
高校生への奨学金制度復活は１４
００万円でできる︒就学援助制度
の対象者を元に戻すのも約１００
０万円でできる︒消費税はこうい
うことにこそ使うべきだ﹂と求め
ました︒
市長は﹁後世代につけを残すこ
とになる︒責任のある立場で︑そ
ういうことは申し上げられない﹂
とこの提案も拒否しました︒
世紀に入り﹃環境部﹄を﹃建設
幸野市議は﹁これらの事業は将 環境部﹄に変えてしまう自治体は
来世代に対する投資だ︒子ども達 国分寺市だけじゃないかと思う︒
に対する支援も市長がやっている ﹃環境部﹄は独立させるべきだ﹂
こ と は 不 十 分 だ ﹂ と 指 摘 し ま し た ︒ と求めました︒
市長は﹁環境部と建設部を一緒
●環境とバリアフリーを
にす ること によ って 連携が 取れ る︒
重視したまちづくりへ！
機構改革をしなければ職員が足り
ない︒環境を軽視したということ
ではない﹂などと言い訳に終始し
ましたが︑幸野市議は﹁時代に逆
行している﹂と厳しく批判しまし
た︒
代表質問で幸野市議が使用したパネル

