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杉並の論点　26年春号　（１）

平成 26 年薫風号　 の
杉 並　　

論 点

　かつて杉並区は先進自治体として全国で注目の

的でありましたが、 “杉並に追いつけ、 追い越せ”

と良い意味での自治体間競争がおこりました。

　ここ近年、 杉並の行革が停滞する一方、 各自治

体が努力を重ね、 文字通り追い越されてしまいまし

た。 　区役所は今回の結果は ｢ アンケートの記載

ミス ｣ という情けない言い訳に終始しました。 しか

し例えミスがなくても、 大幅なランキングの低下は

免れず、 区民にとっては残念な結果であろうことを

我々は謙虚に受け止めなければなりません。

杉並区の輝きが色あせ始めています。
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自治体ランキング急落！！

日経自治体経営革新ランキング

急激な借金増は田中区政に変わって

なんと172億円
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区債発行額（億）	

年度 22年 23年 24年 25年 26年 増減 (22 年比）
個人 対象人数 86,135 129,206 116,158 114,460 206,771 120,636

金額（万円） 22億 8,263 26 億 6161 34 億 1353 35 億 6529 52 億 2427 29 億 4164
団体 対象人数 1,434 1,493 1,360 1,365 1,506 72

金額（万円） 30億 9402 31 億 4779 30 億 2590 31 億 4138 33 億 9737 3 億 335

膨れあがる補助金

　｢ 区民福祉の向上の為には財政が膨ら

み、多額の借金もやむを得ない。区民が

望む事をしているのだから ｣ というのが

田中区長の口上です。まず多くの区民に

この現実が伝わっていないと思います。

　今後は急激な少子化は免れませんが、

この少ない子供たちが大人になった時、

超高齢化で税金は更に増え、今の世代の

莫大な借金を知らない間に背負わされた

らやる気も失せてしまいます。それでも

良いのかどうか、区民の皆さん足元の杉

並から是非とも一緒に考えませんか。　
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平成 26年度予算には反対致しました。
　奢りの見える予算編成

 　6 月に区長改選があり、 田中区長の任期は約 3 ヶ月しかありません。 残りの 9 ヶ月は新区長が担当致しますがこの予算案では

既に自分が継続するのが当たり前のごとく目一杯のフル予算でした。 　通常の改選期の予算は次代のために余裕を持たせておく

のが常識で、 杉並でも平成に入り歴代の 3 人の区長も変わり目はこの点は謙虚に予算編成していました。 　ところが田中区長は

ほとんどそれを無視しており、 おまけに約 39 億の借金まで追加しています。 　この “奢り” を看過できませんでした。

　その借金の中身も、 例えば防災デジタル無線の子機 （単価 16 万程度） まで金利の伴う借金の対象としており、 防災関係は国

から認められたからといって何でもかんでも借金する姿勢は理解できません。 　

　バラマキが止まらない

 義務教育保護者負担経費の軽減として、新たに小学校の教材の無償化、中学校の修学旅

行費用の半額分相当の補助などが計上されております。こともあろうに保護者の所得水準

に関係ないということであり、例えば高級外車を所有し何の不自由もない高額所得世帯に

さえ等しくこれらの補助をするなど、とても賛同できません。 これはかっての民主党政

権時代（田中区長は民主党出身）のこども手当、農家への所得補償に加え、高校無償化と

いう選挙目当てのバラマキ政策に類似するものです。 こども手当は当然見直され、高校

無償化については所得制限されることとなり、これらの個人へのバラマキは大いに反省さ

れ、その後修正されております。また昨今、生活保護費に対しても厳しく見直されること

となりましたが、思えば当区では既に昨 25 年度に生活保護費に独自の上乗せをしており、

それも一因として当会派は 25 年度当初予算に反対をしております。 今回の所得制限なしの無償化、補助は、更にこの国

全体の流れに逆行しております。

　施設再編整備計画はやり直しすべし

　現状のままの施設維持にランニングコスト込みでは３０年間で 1兆２０００億円の経費がかかると示されております。
　第一次実地プランでは 5年間の財政効果は維持費込みで約１４０億となっており、率にして全体の０，１％程とあまり
にも心もとない数字であります。更にこの内訳の約半額の 72億が計画上具体的に乗せられていない資産の売却であり、
そもそもこの 140億の根拠すらあやふやなままです。
　また条例上、施設が老朽化して売却対象となった資産のほとんど（廃止が決まった児童館など）が実際に売却される際
には議会の議案となりません。　即ちこの 72億分や今後廃止になる施設のほとんどが、我々議会さえ知らないまま役所
の裁量のみで、いつのまにか売り飛ばされ、事後報告という事が発生しかねない懸念があります。
　また区役所の財政効果額には保育園、特養などの急増によるランニングコストの膨張などの逆財政効果が全く加味さ

れておりません。このようなことから今回の施設再編整備計画自体が３０年 1
兆２０００億からどれだけ削減できるかという前提にはそもそも立っておらず、
行政需要がのびれば更に大幅に上乗せせざるを得ない状況を少しでも抑え込も
う程度の役割ともいえとても抜本的な改革案とはほど遠いものです。
　残念ながら、今の計画では杉並の未来図が見えないものであり、ただ区にとっ
て都合の良い計画作りとなっている感があります。　議論を巻き起こすたたき
台としてはよいのですが多少の調整程度で区案を半年足らずの期間で拙速に押
し通さんとの姿は、全体的にネガティブな雰囲気になっています。　本来、こ
の施設再編整備計画は大チャンス。様々なアイデアを活用できるはずでありま
すから、役所の中だけで考えず、地域会議など区民や専門家も交え、「杉並の
３０年後の夢」を自由闊達な意見交換の場として様々な英知を集めたらいかが
でしょうか。
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『自治体経営』対談　

山田宏 （前杉並区長） ＆ 佐々木浩

＜お知らせ＞
山田宏（前区長）杉並講演会

日時：6月６日 (金）　１８：３０〜２０：３０
場所：荻窪タウンセブン８F　入場料：無料

Q: 自治体の経営者には哲学が必要だと思いますがいかがですか？

A: 首長に限らずリーダーには明確な哲学や考え方そして生き方を示す必要があると思います。　そうでないと

組織はどの方向に向いて動いていけばいいのか右往左往してしまいますから。

Q: 区役所は区民にサービス（奉仕）を提供するのが当たり前という山田区長時代の徹底ぶりから、最近は多く

の区民から職員の規律がゆるんでいる声がある事はいかがですか？

A: トップが変わればその組織文化が多少変質するのは世の常ですが、例えば私の時代の ｢五つ星の区役所運動

｣ なんかは上から押しつけたのでなく職員から積極的に提案され実行していったものなのです。　ですから新し

い体制の中で少しリラックスムードがあったとしても心ある職員が引き締めていってくれると信じています。

Q:減税自治体構想では｢行政サービスは低下させない、むしろ向上させる。その一方で区民負担を軽減する｣（低

負担高福祉）というのはそれまでの行政運営を根底から覆す発想でしたが？

A: 考えてみれば民間は常にやって来た事ですよ。　“良い商品をより安く”と常に知恵や汗を流して、他社と

の競争の中で切磋琢磨していきました。　杉並に留まらず全国の役所にもそんな感覚が浸透すれば国全体の“公

共”そのものが正に“最小限の費用で最大限の効果”に変質していくはずです。　将来の減税を実現する過程

で、いかに無駄遣いをしないようするための知恵を区民・区役所が一緒になって出し合い、実行する過程こそ

が大切ですが、自らを厳しく律するというのは結構しんどいものですよ。でもその先に“減税”という夢があり、

今の自分が少しばかり我慢して、未来への子供たちのために借金を残さず、かつよい地域を引き継いでいく事

にこそこの構想の深意があるんです。

Q: 残念ながら減税自治体構想は立ち消えになってしまいました。議会も掌をかえすように新しい権力者にすり

寄っていく様は残念でなりませんが？

A：その時々の判断というものがありますから。ただ構想に込められた思いはどのような形であってもよいの

ですすめて欲しいものです。

Q: 最近の区政は借金をどんどん増やして、区民福祉の向上という建前のままにドンドンをバラマキしているこ

とに憂いを感じざるを得ませんが？

A：｢ 人のお金はムダに使い、自分のお金は大切にする ｣ 残念ながら人間の性ですね。　もし自分が借金する

時はよほど慎重になりますが、どうも税金というのは顔の見えないお金ですから、安易に借金したり無駄遣い

に走ります。　それは区長時代にもひしひしと感じてい

ました。　箍が外れるとどんどん緩みますから、そこは

緊張感をもって議会がしっかりチェックしていかないと。

＜質問Q: 佐々木浩　答えA: 山田宏さん＞
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このレポートは佐々木浩の政務調査費より作成しております。ご意見やご質問などがありましたら是非お寄せ下さい。

佐々木浩プロフィール

昭和39年 12 月新潟県に生まれる

慶應義塾大学文学部人間関係学科人間科学専攻　卒業

平成 7年、当時最年少（30 歳）で区議会議員に初当選

以降、3期連続当選するも平成 19 年に惜敗

平成 23 年、復活当選し現在は 4期目

区議会会派 ｢杉並同志会 ｣幹事長

所属：総務財政委員会 /議会改革特別委員会

　　　

区政の出前やってます。
お気軽にお声を！

区 議 会 大 混 乱 ！
掟破りの事態に。

警告決議の採決

　３月１８日の議会最終日、予算等の重要な議決がなされる大事な日ですが、閉会時の時計の針は深

夜の 23 時を回っていました。　開会・動議・休憩の繰り返しで大もめに揉めたのは予算等の議案で

はなく、同僚議員の非難決議についてでした。杉並区議会初の極めて異例な出来事でした。（これま

では決議とは、例えば米、露、英、中、北朝鮮などへの核実験への抗議などです。）

発端は

　予算委員会での木梨議員の ｢ 杉並区政は、 区長から、 トップから腐ってくることを心配する ｣｢ 腐りきった

田中区長の存在 ｣ という発言でした。 これらの言葉が不適切との趣旨でした。

どうしてそんな言葉が飛び出たのか

　もともと木梨議員と田中区長は 20 年以上の親交があります。 しかし木梨議員は、 区長が現在、 度々派

手に政治資金パーティを開いている事に、 過去の言動とあまりにかけ離れていることを何度も指摘してきま

した。 　例えば田中区長は都議時代に当時の石原都知事の資金集めの会を批判していました。 また木梨議

員に直接、 前区長のパーティ開催に抗議するよう働きかけるなどしたとのことですが、 自らが区長になった

とたんに掌を返したのに我慢できないという様子でした。 　政治腐敗を批判し、 清廉潔白をウリにしていた青

年時代の田中区長と同志でもあっただけに憤怒は尚更かもしれません。 　特に区長と木梨議員との会話に

ついて区長は ｢ そんな記憶はなく言いがかりである ｣ と言って開き直ったことから、 前述の非難の言葉に繋

がったわけです。 　木梨議員がキレてきつい言葉になったのも無理からぬ流れでもありました。

問題点

　そもそも行政への監視機能である議会での議員の厳しい発言を不的確とするならば、 どこで線引きする

のでしょうか？　議事録削除などの措置でさえ通常は差別用語を使ったりした場合なのです。

　これまで議会の決議は議会運営委員会での全会一致が原則でありました。 これを反故にしてまで第一会

派の自民党 ・ 公明党 ・ 民主党系の会派が主導したのは正に区長への過剰な配慮が見えて取れました。

　これまで区長から議員に対して度々、 侮辱的な発言があったのは素通りして、 逆に区長を厳しく非難する

とこのような処罰じみたことになるのでは、 まるで区長への批判を萎縮させる意図さえ感じてしまいます。


