
小沢丸で、日本一新！ 
私は今、日本新党の立党、細川政権誕生以

来の興奮を覚えています。十数年前、20 代の私

はこれで日本が変わると本気で思いました。その

後、政権が崩壊し、自民党に鞍替えをした仲間も

多くありました。一方で、苦しい中で信念を貫いた仲

間も少なくありません。 

その筆頭が小沢一郎という人です。総理大臣の椅

子を約束された人が、日本を立て直すためにその立場を捨て、新しい政権をつく

るという一念でここまで皆を引っ張ってきました。その小沢さんを中心に、細川政

権の失敗をともに経験した菅さん、鳩山さんがガッチリ組んだのが今度の新生民

主党です。 

中には、小沢は変節したという人もいます。昔の社会党となぜ手を握るんだと。

しかし、細川政権崩壊当時、社会党を切った小沢が悪いとよく言われたものです。

今回の小沢さんは、早くから横路さんとの共通点を探りました。自分の信念は少し

もブレることなく、相手を最大限尊重するという仕方で。国連待機軍構想はあくま

でも遠い将来を見据えたものです。 

小沢は日本の伝統をおろそかにしているという人もいます。しかし小沢さんほど、

日本を愛し、伝統を重んじ、日本人の心の荒廃を嘆き、人づくりに情熱を傾ける政

治家を、私は他に知りません。かつて自由党が作った新生日本の設計図「日本一

新11基本法案」の筆頭は、「人づくり基本法案」でした。言葉だけは威勢のいい人

もいますが、政治家の責任は結果を出すこと。小沢さんは着実に歩を進めている

と思います。 

千葉補選の勝利は小さくとも大きな勝利ですが、小沢民主党はこれに浮かれず、

着実にこのチャンスをものにし、次のステップジャンプにつなげていくと私は確信し

ます。ぜひともご期待いただき、ご声援下さいますよう、よろしくお願いいたします。  

府中市議会議員・民主党・府中の元気 

杉村康之 
ご意見ご声援をよろしくお願いします！ 

TEL◆042-335-0097 / FAX◆042-361-9856 
Email◆sugimura@sea.sannet.ne.jp 
URL◆http://www.fuchu21.gn.to 
郵便振替◆00150-1-102251(フリーダムネット) 
銀行口座◆みずほ銀行府中支店 貯 4572242
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＜１８年度予算の概
◆ 平成 18 年度一般会計の予算規模は、756

要＞ 
億 1000 万円で 12

億 5000 万円増、1.7％増。特別会計では、国

その他 5会計が減となり、全体で 2.3％減の 1

◆ 一般会計の 、景気の上向きを見込み、
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歳出
民生費
43.6%衛生費

教育費

8.7%

総務費
12.0%

13.6%

9.3%

土木費

公債費
6.7%

 
3 月議会報告 議会費 -18,149 △3.7

総務費 -368,290 △3.9

民生費 1,567,179 5.0

衛生費 -8,965 △0.1

労働費 -4,935 △5.1

農水費 -9,396 △8.8

商工費 -72,875 △15.3

土木費 -267,952 △3.9

消防費 -57,831 △2.0

教育費 412,641 4.2

公債費 -241,499 △4.6

積立金 320,072 113.2

全体 1,250,000 1.7
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杉村 ？ 

答弁 市内が 3 割、都内の市外が 2割。 

ある

杉村 組合加盟店だけに適

答弁

杉村

杉村 指定管理者となって文化振興財団への支出は変わったか？ 
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びています。右図は増分の内

では近いうちに、民生費の全

％を超えるでしょう。 

の積立をほば倍の 6億として

平成 18年度予算の質疑 
 美術館来館者の市内外の内訳は

5割、都外が

杉村 市外の来館者が多い。府中市美術館は質が高いと評判だ。新幹線で

わざわざ府中まで来る人もいるという。ただ、市民に身近な美術館で

から、質を維持しつつも、素人にもわかりやすい工夫をして欲しい。 
＊ ＊ ＊ 

 高齢者の散髪代を助成することぶき理髪が、理容

用されるのはなぜか？  

 理容組合に委託している事業である。 

 理容組合の加盟率を上げることが市のためになるとの認識なら別だが、

そうでもないなら、加盟率も低下しているので見直しが必要だろう。 
＊ ＊ ＊ 

答弁 芸術劇場とグリーンプラザを合わせて 5810 万円の減額になった。 ↗

税収増、税源移譲はあるものの・・・ 
っと景気が緩やかに回復してきたようで、17 年

度の補正予算でも、市民税が個人で 2.5 億円、法

人で 4 億円と増額補正されました。18 年度予算で

も同様に 28 億円の増額を見込んでいます。 

民生費の主な増減額 （億円） 

児童福祉 9.9 

障害者福祉 2.7 

生活保護 3.0 
また三位一体改革の影響で、国から税源が移

譲されます。一方で国からの補助金が削減されま

すが、府中の場合、差引 2.5 億円の増となります。

介護予防 2.5 

国保・老保・介護会計へ 2.8 

福祉基金への積立 3.0 
しかし喜んでばかりもいられません。歳出をみれ

ば、民生費が最も大きく、前年度と比べても一番伸

訳ですが、この傾向は今後も続きそうで、このまま

に占める割合が 50

それでも今回は多少の余裕を見込んで、基金へ

ほとんどが

歳入では

の増と
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使え）との批判しますが、上記の

とは、決して「叱られるようなこと

務部長答弁）と思います。 

ます。共産党はため込みすぎだ（もっと福祉に

生費の状況を考えれば、少しでも蓄えておくこ

はない」（財
減となる中、民生費が 15.7 億円、教育費が
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生費が 43.6％と大きく占めます。 

積立てを 6 億円に増やしました。 
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代わりに財団が利用料金を徴収できるので、経営努力を期待している。 

杉村 指定管理者制度の成果としては歓迎するが、市民サービスがトータルと

して低下しないようお願いしたい。 
＊ ＊ ＊ 

杉村 市長の提案説明の中にあった「災害を想定した訓練」とは？またいざと

いうとき中心になる職員を対象とした特別な訓練は行っているか？ 

答弁 多摩川河川敷などで行う水防訓練のような大規模な訓練のこと。職員を

対象に徒歩で登庁してもらう訓練をした。昨年 12 月に行ったが、これは

初めての試みで、事前に日程を知らさずに行った。 

杉村 自治会や文化センターの訓練は、訓練というよりも講習会。消火器や

AEDの使い方がわかるのでこれはこれでためになるが、実際の避難経路

をたどってみるような、実際的で緊迫感のある訓練もぜひやってほしい。
＊ ＊ ＊ 

杉村 精神的に課題を抱えている生徒が増加し、学校現場では専門職の常

駐が望まれているが、市の認識は？スクールカウンセラーの充実は？ 

答弁 市独自に、小学校で 4人の臨床心理士による巡回相談を実施する。ま

た中学校では、3 人の元教員などによる巡回指導を実施する。 

市民の力で、もてる力を発揮させよう 

美術館の収入は、毎年 2千万円ほどですが、3.5 億円＋人件費をかけて運

営しています。財政が健全で、福祉にも手厚い上に、芸術文化にも力を注げると

いうのは府中市ならではです。府中ブランドの１つとして育て、それが市民の元

気につながるよう、引き続き見守ってまいります。 

指定管理者への支出の削減は財政健全化の一環として評価できます。団体

にとっては厳しいですが、市民と協働する中にチャンスが生まれるでしょう。それ

が府中のまちづくりにも大きな力となるはずです。 

一方で様々な団体の中には既得権を持つもの

もまだあります。ことぶき理髪は一つの例ですが、

時代に合わなくなったしくみは見直していく市民

の勇気が必要です。 

府中市は、様々な力を秘めた恵まれた街てす。

市民と市や公的な団体がそれぞれ努力し、応援

し合って、美しい風格のあるまちをつくってい

きましょう。 


