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■ 本年 2月の市議会選挙後、初となる平成 30 年 3月議会にて、人事・予算や様々な議案が審議されました。その主な内容をご報告いたします。

平成 30 年第 1回定例会が 3月 9 日より 3月 30 日まで開会されました。今回の定例会は、２月に行われた
市議会議員選挙後の初の議会であり、初日に正副議長選挙が行われ、引き続き私、西野正人が第 30 代日野
市議会議長を仰せつかることとなりました。また、副議長には清水登志子議員が就任しました。
また、市議会の会派に関しては、「自民党新政会」と「自由民主党日野市議団」が一つの会派となり最大会派『自
由民主党日野』として議会にて活動することとなりました。会派代表は谷和彦議員、古賀壮志議員が共同代表、
池田利恵議員・奥住匡人議員・鈴木洋子議員と私、西野正人の計 6 名です。そのほか公明党（５人）、日本
共産党日野市議団（５人）が会派を結成しましたが、改選前にありました「市民クラブ」は無くなり無会派
議員が８人となりました。これまで大坪市長を 3 会派が与党として安定して支えてきましたが、今後の市政
の安定運営には多少の課題が残ったように思われます。

市長の所信表明を受け、自由民主党日野から古賀壮志議員が 5項目にわたり質問を行いました。その中で「戦略的なまちづくりについて」として、
市域南北の発展について問い、「南平体育館の建替え、南平駅周辺の整備、（仮称）豊南橋構想、バス路線の充実を一体的・総合的に考える必要が
あると思う」と述べ、市長に所見を伺いました。特に（仮称）豊南橋構想は、ウォーキング・ランニング・散策による市民の健康向上や、京王線・
JR 中央線への相互利便性の向上、豊田・南平地域のにぎわいの創出に大きく貢献するものと思われますが、実現可能性に関し市に問いました。

市域の南北の発展に対しては、地形特性を踏まえ地域の価値を見出し、暮らしの
活動舞台に選ばれるには、道路、駅前空間の基盤整備、南平体育館等の拠点整備、

バス路線の充実などの交通網整備等を相互に関連させ一体的に進めなければならないが、
基盤整備には地権者の都合や市民からの要望や財源の確保などの制限もあり、一朝一夕に
は実現できないのも現実である。不足する施策に対しては代替施策で補う、同様な社会資
本で補完していくなど、柔軟に総合的・戦略的に街づくりを進めていく。（仮称）豊南橋は、
これまで市議会から何度も請願があげられており、また現在のまちづくりマスタープラン
にもかかげられている。今後、関係市民の意見を踏まえ、将来に向けた検討を行っていく。

一般会計

歳出
650億
5,000万円

厳しい財政状況の中で日野市の発展・成長事業にも取組む

一般会計

歳入
650億
5,000万円

市税
302億 1,305万円
46.4％（2.8％増）

国庫支出金
98億 8,665万円
15.2％（11.4％増）

都支出金
85億 7,566万円
13.2％（3.2％増）

地方消費税交付金
31億 2,900万円
4.8％（12.5％減）

市債
43億 5,530万円
6.7％（35.1％増）

繰入金
35億 251万円
5.4％（40.0％増）

使用料及び手数料
14億 873万円
2.2％（1.4％減）

地方交付税
6億 7,000万円
1.0％（29.5％減）
その他
20億 4,924万円
3.2％

民生費
福祉などの費用
315億 4,304万円
48.5％（3.9％増）

教育費
学校教育や生涯
学習などの費用
67億4,870万円
10.4％（1.4％増）

土木費
道路・公園・住宅
などの費用
64億3,040万円
9.9％（0.3％減）

総務費
人事、企画、財政、
徴税、戸籍、統計や
交通安全などの費用
66億3,849万円
10.2％（25.0％増）

衛生費
健康対策、母子保健、
廃棄物処理などの費用
72億8,851万円
11.2％（22.6％増）

公債費
借金の返済と利子の支払
28億4,778万円
4.4％（1.3％増）

消防費
消防防災対策などの費用
22億6,360万円
3.5％（1.0％増）

その他
議会費・商工費・
諸支出金・農業費・
労働費・予備費
12億8,944万円
1.9％

一般
会計 650億5千万円

平成 28 年度の一般会計予算ではじめて 600 億円を超え 615 億円 1,000 万円となりまし
たが、平成 30 年度予算は早くも 650 億円を超える 650 億 5,000 万円です。前年度と比べ
37 億 9,000 万円、6.2％の増加です。
予算拡大の原因として、市民にお約束した民間保育園の定員拡大に伴う給付費の増加や、
着実に進んでいる高齢化に伴う介護保険、後期高齢者医療特別会計への繰出金の伸び、医
療扶助費や生活保護経費の増加など社会保障関連経費の増加などがあげられます。
この他にも今年から始まった市役所本庁舎の耐震化・長寿命化対策、プラスチック類資
源化施設の建設、南平体育館建替工事などの公共施設の整備があります。
歳入に関しては、市税収入は増収を見込んでおり、歳入全体の 46.4％（302 億 1,305 万円）
にとどまります。またさらに、地方消費税交付金が税制改正によって大幅な減収になるな
どの影響を受けています。税・各種交付金などを調整し、全体ではなんとか微増にとどま
る見通しです。今年度予算では増加分を補うため財政調整基金を取崩し、繰入金として前
年度から 40.0％増となる 35 億 251 万円を計上するとともに、市債も 35.1％増となる 43 億
5,530 万円となりました。
景気が緩やかに回復している傾向にあるとはいえ、社会保障費の増加に市税収入が追い
ついていないのは明白です。多様な市民要望に応え持続可能な市政運営のためには更なる
尽力が不可欠です。このようななかで日野市の成長・発展のため、将来への投資とも言う
べき事業や、老朽化する公共施設への改修、ごみ削減に向けた事業に取り組んだことに対
し高く評価します。

諸収入
12億 5,987万円
1.9％（13.8％増）

市長
答弁
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日野市議会報告　No.13

西野正人
日野市議会議長　 　 　まさ　　　ひと

引き続き第30代日野市議会議長に就任！自由民主党日野が最大会派に！

自民党会派が代表質問にて（仮称）豊南橋構想について質問

ハッキリ言います！
　市政にひとこと！



実践女子短大跡地（神明地区）・東町都有地（日野地区）・
浅川スポーツ公園（万願寺地区）の三カ所の公募対象地にお
いて、平成 31 年の 4月に開設を予定している保育園運営事業
者が決定いたしました。実践女子短大跡地では 152 名の定員、
東町都友地では 143 名の定員、浅川スポーツ公園では 120 名
の定員が新たに確保されます。新設される施設のは、日野市
で初となる地域コミュニティの拠点となる交流スペースを設
置する予定であり、内容の詳細については現在協議中です。

平成 24 年 12 月議会にて一般質問を行って以来、真面目に働く事業者と働く人がきちんと報われる環境づくりを目指して、日野市の多く
の皆様と取り組んできました。昨年、公契約条例検討委員会により検討委員会が開かれ審議を重ねられ、今年の初めに市長への報告が行われ
ました。これを受けて今回の市議会にて市長提出議案として提出され、全会一致で可決されました。この条例の主な内容を下にご報告します。

３月議会での注目内容、日野市政の注目事業についてご報告します！

 実践女子短大跡地（神明地区） 東町都有地（日野地区） 浅川スポーツ公園（万願寺地区）

住所 神明一丁目13番地の一部 大字日野1367番外 万願寺五丁目3番地の一部

面積 2,000㎡ 約 1,606㎡ 約 1,300㎡ +車両侵入経路

定員 152名 143名 120名

法人 清心福祉会 健生会 貴静会

特徴 休日保育、一時保育 一時保育 一時保育

平成31年4月開設予定の保育園3事業者が決定！415名の定員増！

長年取り組んで来た「日野市公契約条例」がついに制定されました！

旭が丘地区センター建替え！障害者の社会参加と地域交流の新たな取組み

（1）公契約条例の考え方
1. 低賃金によるダンピング受注の排除
2. 事業者間の公正競争を実現することにより、適正な労働条件を確保
している事業者が生き残るようにする。

3. 労働者間の公正競争を実現することにより、適正賃金の環境を整える。

（2）適応範囲　工事又は製造の請負契約
1. 予定価格1億円以上の工事とする。

2. 公契約審議会にて金額の確認を行い、施行規則で金額を明記する。
3. 条例を運用していく中で、順次範囲を拡大していく。

（3）労働報酬下限額（賃金の下限額）を設定
労働報酬下限額をあらかじめ定め、その下限額を遵守できる事業者と
契約を締結する。履行期間中、受注者から賃金の支払い状況が確認で
きる労務台帳の提出を求めることで、遵守していることを確認する。
具体的な金額設定は、公契約審議会にて審議の上、市が決定する。

条
例
の
内
容

旭が丘中央公園内にある旭が丘地区センターが新しく建設され、本年 4 月にオープンいたしました。旭
が丘中央公園には当地にゆかりのある巽聖歌の記念碑もあり、「たきび祭り」も毎年行われています。新た
な施設は、旭が丘地域の人々の「たきびのような暖かいつながり」を育むことを目的とした交流の拠点で
あり、社会福祉法人東京光の家と連携し、障害者の社会参加の場ともなっています。地区センターでは東
京光の家スタッフが同施設やテニスコート・グラウンドの予約と受付を行い、旭が丘中央公園の清掃は障
害のある方々が担当されます。また、移動図書館の日には東京光の家のカフェ「カナン」が出張し、地域
交流の場をつくります。地区センターの使用は、日野市民は無料です。

市議会議長には様々な公務があります。日野市議会の責任者として様々な事務仕事を行うことや、国や東京都、近隣自治体との会議等
に参加します。その他にも公式行事等に出席したりいたします。その活動の一端をご紹介します。

西野正人─写真で見る日野市議会議長の活動ダイジェスト

■社会教育センター起工式 ■市議による石巻市への募金活動■上田せせらぎ保育園内覧会 ■日社協「法人化 50周年記念」 ■ふれあい橋付近公衆トイレ見学

2/28 3/103/6 3/17 3/20

■日野市手話講習会閉校式

3/20

■栄光多摩平の森保育園開所式

3/24

■豊田保育園開所式

3/25

市議による石巻市への募金活動を行
い、209,019 円の支援を頂きました。

上田せせらぎ保育園の見学しまし
た。

日野社会福祉協議会が法人化して
から 50 周年を迎えました。

浅川右岸のふれあい橋付近に公衆
トイレの竣工を見学しました。

多摩平の森 K 街区の一画に社会
教育センターが新設されます。

社会福祉協議会による手話講習会
の閉校式に出席しました。

多摩平の森 A 街区に新設された栄光
多摩平の森保育園を見学しました。

■日野消防署見学会

3/22
日野消防署の装備等を展示・ご
説明して頂きました。

■春の日野交通安全フェスタ

3/21
春の日野交通安全フェスタに出
席しました。

豊田地区に新設された豊田保育園
を見学しました。
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