平成28年度 一般会計予算
会派の主張（討論）

ゼロベースで見直すべきは・・・
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財政破綻なのに職員給与引上げ？

民

市長は︑臨時財政
対策債を発行可能
額まで借りること
を前提に財政運営を進め
ているが︑ 年度までの
元利償還合計額は約 億
円にも及ぶ︒借金返済の
ために借金する自転車操
業自治体と言える︒コミ
ュニティバスは乗客が減
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く︑保護者と丁寧に話し
合い結論を出すこと⑤コ
ミュニティバスの高齢者
割引を検討すること⑥栄
町 丁目の交差点に歩車
分離信号を設置すること
⑦図書館資料費を増額す
ること⑧久米川テニスコ
ートの借地料を適正化す
ること等の要望はあるが︑
﹁ 住 み や す い・ 住 み 続 け
た い・ 選 ば れ る 自 治 体 ﹂
になる予算と期待する︒

よう子

り続け︑ 年度には収支
比率が下がる見通しであ
り︑値上げは失敗である︒
固定資産税等の 倍以上
の借地料を払い続けてい
る借地が カ所もある︒
既得権益となっている自
動販売機の取り扱いを見
直そうとせず︑公平公正
な市政運営とは言えない︒

市民自治の会 島崎

次世代にツケを回す予算には反対

主

代に選ばれる予算編成か？

障がい児施策は他市に遅
れ︑コミュニティバスの
高齢者割引も導入せず︑
緑地保全には無策︑退職
した部長を再任用して部
長登用を続けている︒臨
時財政対策債を満額借り
入れし続けているに過ぎ
ないのに︑あたかも市長
の手腕で財政を立て直し
たかのような主張を繰り
返している渡部市政には
強く反対する︒

草の根市民クラブ 朝木

当市は臨時財政対
策債を借り入れな
いと正常な行政運
営ができないほど財政力
が脆弱であるにもかかわ
らず︑財政力があり臨時
財政対策債も借り入れて
いない東京都 区にあわ
せて職員給与を引き上げ
ることは合理的理由がな
く暴挙である︒一方︑社
会保障費を徹底して抑制
するよう職員に通達し︑

・
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日本共産党 山口

委託化︑学童クラブや保
育園の民営化︑市役所窓
口業務の委託化など︑企
業感覚で次々と行革を進
め︑地方自治体としての
役割を自ら放棄している︒
就学時まで安心して預け
られる保育所は絶対的に
不足しており︑特別養護
老人ホームの建設は 人
の待機者のためにも喫緊
の課題である︒都・国有
地を活用した施設の誘致
を要求したが︑市長はこ
れを否定した︒
社会保障経費等の義務
的経費を含め﹁ゼロベー
ス﹂で見直すとのことだ
が︑見直す必要があるの
は不要不急の都市基盤整
備である︒

佐藤まさたか

誰も見捨てない東村山を一歩前へ
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過去最大の予算確保を高く評価！

﹁まちの向上﹂を求め
ることは市民の権利であ
り︑その声に応えること
が市長︑職員︑そして我々
議員の義務である︒
今後︑地方交付税が減
少し︑社会保障関係経費
が果てしなく増え続ける
ことは確実である︒財政
の黒字基調を維持しつつ︑
市民の思いを叶えるため
に積み立ててきた基金を
積極的に活用し︑中・長
期的な政策や喫緊の市民
ニーズに応えること︑市
民サービスの水準を向上
していくことを切に願い︑
市長の手腕に期待し︑賛
成の討論とする︒
年度予算の中で︑
小・中学校特別教
室へのエアコン設
置や富士見・美住町地域
でのコミュニティバスの
実証運行開始︑胃がんハ
イリスク検査の実施等は
市民の要望が実現したも
のと評価する︒
しかし︑若者の車離れ
や大型道路の見直しが始
まっている中︑
市長は
﹁基
盤整備でまちの価値を上
げる﹂と︑都市計画道路
・ ・ 号線だけで
億円も計上している︒
一方︑市民から要望の強
い生活道路の拡幅や整備
には 億 万円しか計上
していない︒
小学校給食調理の完全
2016

ともに生きよう！ネットワーク

30

反対

8,000

健次

高行

128

自由民主党市議団 蜂屋

党 駒崎
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生き残りをかけ︑
岐路に立つ東村山
市の 年︑ 年先
を見据えた予算か︑市民
目線で審議した︒その結
果︑①小学校のトイレを
早期に改修すること②Ｄ
Ｖシェルターの設置を検
討すること③児童館職員
の休暇時には臨時職員を
補充すること④第 野火
止児童クラブと公立保育
園は民営化ありきではな
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算編成としたことを高く
評価するとともに︑限ら
れた予算の中で市民のた
めに努力を怠らない職員
に感謝の念を表する︒
この予算をみた市民は
﹁遅れていた都市基盤整
備が進み︑道路がよくな
り︑店舗が立ち並び︑に
ぎわいをみせ︑みどりの
中で子ども達が元気に走
り回り︑住み慣れたまち
に高齢者が安心して暮ら
せる﹂と思い描くであろ
う︒

明

ひがしむらやま事業︑前
川の溢水対策︑沢の堀護
岸工事を︑まちづくりで
は︑連続立体交差事業︑
東村山第 号踏切︵大踏
切︶付近の都道 号線の
道路改良工事︑久米川駅
北口交番前の歩道設置な
どを評価する︒
市長は今後の財政運営
について︑単年度では赤
字になっても市の将来の
ためにダイナミックに行
っていくことを表明した︒
市民に﹁住んでよかった﹂
と言ってもらえるよう︑
さらに邁進されることを
期待して賛成する︒
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ことを強く求める︒
新たな施策として︑
年ぶりとなるグリーンバ
ス新規路線の実証運行開
始︑会派として長きに渡
り要望してきた胃がんハ
イリスク検査の実現︑街
路灯・防犯街路灯のＬＥ
Ｄ化︑子ども相談室の設
置︑中学校特別教室への
エアコン設置︑第 野火
止児童クラブの改修を︑
市民の生命・暮らしを守
る施策として︑ゆりかご・
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丁寧な対応と療育機能の
拡充を︒公立保育園の民
間移管︑児童クラブの建
て替えも当事者︑市民の
理解を得る努力を︒公共
の緑の管理︑生物多様性
向上への保全対策︑市民
活動支援︑中学生の広島
派遣︑子宮頸がんワクチ
ン被害者への継続対応等︑
前進を評価する︒
最後に︑子どもの貧困
対策に緊張感を高めて踏
み込むことを強く求める︒
不登校やいじめの渦中に
ある子ども一人ひとりの
現状も先延ばしは許され
ない︒福祉専門職として
のスクールソーシャルワ
ーカーの増強を一日も早
く実現してほしい︒
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実施計画と創生総
合戦略︑行革実行
プログラムを基軸
とし︑真に必要なところ
へは財政調整基金で機動
的に対応した予算と判断︒
生活困窮者自立支援事
業に就労準備支援を加え
ることを大いに評価し︑
ハローワーク︑障害者就
労支援室とともにセーフ
ティネットを丁寧に編み
上げることに期待する︒
ゆりかご・ひがしむらや
ま事業は 年度からのホ
ームスタート事業へつな
げ︑
﹁子育て世代包括支
援﹂の内実強化に努めて
ほしい︒子ども相談室は
福祉と教育の融合による
新しい展開︒当事者への
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年度は︑渡部市
政が柱とする第
次総合計画後期基
本計画と第 次行財政改
革大綱後期基本方針が始
動する︒今後の東村山の
行く末を決める重要な年
度である︒
日本銀行のゼロ金利政
策や乱高下を繰り返す株
価︑国連が救済措置を行
わなければ国一国が消滅
する世界情勢の中︑交付
金を活用し自主財源の確
保に努め︑過去最大の予
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東村山創生元年に確かな取り組みを

村山

年度は︑財政調
整基金から約 億
円を繰り入れるな
ど厳しい予算編成となっ
たが︑市民要望に応える
新たな施策や将来に向け
たまちづくりを着実に進
める予算と評価する︒
今後も︑超高齢化社会
による扶助費の増加や公
共施設の再生など財政需
要の増加が見込まれるた
め︑民間活力の導入や業
務の効率化等に取り組む

副委員長

予算特別委員会の会議録は後日ホームページに掲載します
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