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上地克明（横須賀市議会議員）の定例会および委員会における主な発言

平成１５年　第３回定例会（　９月） - 09月 16日－02号 - P.122

統計上の分類でない本質的に今後収入があるかないかわからない財源は、会社経営から考

えれば、商品を売る際に過剰に売り上げを見込むのと同じであります。将来的な視点に立つ

ならば、安定的な収入を前提として、その範囲内でおさまるような計画を策定し、臨時的な

収入が入ったならば、後年度の影響を十分考慮して新たな分野に進んでいくような、慎重な

姿勢が必要であると思います。

　と考えると、横須賀の財政状況は発表されているような状況よりかなり深刻と言わざる

を得ません。この問題について市長はどのようにお考えになるのか。また、このような実質

的な収支比率を独自に作成し、行政の指針とする考えも御提案申し上げますが、市長の御所

見をお伺いをさせていただきたいと思います。

○財政問題

―　子ども達に何を残すか！（財政運営について）　―

（注：初当選から一貫して質疑を行っている）

私は「子どもたちに何を残すか」をテーマにしている。横須賀市の財政運営は、日本経済の

低迷に伴う税収の減少や、少子・高齢化の進展に伴う医療・福祉等社会保障費の増大などに

より、とても厳しい局面にある。

財政運営が出来ない状況になっては、次代を担う子どもたちに夢のある施策は実現できな

い。けっして「負の遺産」だけを残してはいけないと考えている。

市議会議員に初当選以来、財政問題を主要なテーマに掲げ、横須賀市の財政状況につい

て徹底的に分析し、将来予測を試みた。

定例会において、沢田、蒲谷、吉田の３代にわたる市長に現状認識や、その解決策など、

厳しく追及するなど、財政健全化に向けて、取り組んでいる。

これらの動きは、その後の２度にわたる事業総点検（平成１９年度、平成２２年度）や財政基

本計画の策定作業（平成２２年度）に影響を与えたと考えている。

平成１５年　第４回定例会　総務常任委員会　  12      月      11      日  

（人事制度について）ある思想、目標、設定という基準が自分たちの中にあるからそこにい

くわけでしょう。だから、走りながらといったって、いつも積み上げ方式とは言うものの、あ
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る目標とか基準がある程度あって、見積もるものがあるからそういうふうにお考えになっ

ているのではないのかなと、それをお聞きしたい。

・・・　もちろん全部が全部民間と同じということはできない、法律も違う、組織も違うし

とわかっているのですが、だから目安があって、だからこうなのだと比較するものがなけれ

ば基準はできてこないのではないかと思っているのですよ。だから、初めに基準があってそ

こに行くのか、その基準をつくるために民間の話を聞くのかということが真っ先になけれ

ばいけないと思ってお聞きしました。

人事制度改革に民間手法に研究を投げかけた。（後述）

平成１６年　第１回定例会（　３月）　  03      月      03      日  

当選以来一貫して常任委員会や本会議の場で、市民にとって今何が必要かを探り、横須賀市

としての横断的なつながりを持った行政サービスを提供するべきであること、つまり、横須

賀市民に求められる政策を科学的に調査し、その優先順位をどうつけるかの手法を確立す

るべきである。また、市民の安全を第一に考え、効率的な市民利用施設の運用計画、つまり、

横須賀の各行政施設の客観的基準による一元的な管理修繕運営計画、いわゆるファシリテ

ィマネジメントを早急に確立すべきであると私は主張し続けてきましたが、それらについ

て行政内部で積極的な検討がなされ、その実現に向けて第一歩を踏み出したことに、私は沢

田市長の現状認識の深さと変革に対する柔軟性、そして若手職員の真摯な業務姿勢に賛辞

を贈らずにはいられません。

―　ファシリティマネジメントの導入　－

（平成16年1定）

市民の安全を第一に考え、効率的な市民利用施設の運用計画、つまり、横須賀の各行政施

設の客観的基準による一元的な管理修繕運営計画、いわゆるファシリティマネジメントを早急に

確立すべきであると主張を続けている。

管理の合理化という目的もあるが、重要なことは、経年劣化などで、均一ではない状況にある

各行政施設の修繕や補強の機会、あるいは大規模修繕や建て直しの時期を、部局という組織を

超えて、一元的に予測することになり、その際の費用を将来にわたって支出要因として長期財政

計画に組み入れることもできて、財政構造改革の一つの指針となり得ると考えているからだ。

当初、企画調整部（都市政策研究所）において、研究が行われ、その後の実態調査等を経て、

平成２２年４月から、財政部資産経営課において、本格的検討が着手されている。
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　私は、予算編成や退職者の推移などのデータをいろいろ比較検討してみました。皆さんに

きょうお配りしているのは、私が推理したデータ、シミュレーションであります。そして、そ

こににわかには信じがたい現象が起きているということに気づきました。

　予算額の比較を平成14年度と平成15年度で行ってみると、・・・普通建設事業は、平成

14年度に比べ平成15年度が約76億円の減少となっています。これら建設事業は、補助金や

起債を主な財源としています。・・・要するに、普通建設事業費を除く横須賀市の全体経費

は上昇したという客観的な事実です。・・・横須賀市の財政状況の現状はどのようになっ

ていて、今後どのようになるのか、市民に示されている資料にはそのようなものはありませ

ん。

・・・・基金とは、財政調整基金などに代表され、簡単に言えば市の貯金であります。これ

を取り崩しながら事業運営を行っているわけで、平成15年度当初予算で 75億円になってい

ますが、この年は北口駐車場の売却費が臨時的にありましたから、15億円を加算した90億

円が基金の取り崩しの標準となります。基金の残高は、平成15年度末では約 200億円である

ので、これでは３年もたないのではないかと考えてしまいますが、実際はそうではない。

・・・したがって、横須賀市の財政的な基本体質は、年度当初では90億円不足するものの、

決算剰余金が毎年 46億円程度、不用額の整理は不確定要素が多くて想像ができませんが、仮

に10億円とすると、基金を温存することができるのは 56億円、つまり、34億円ずつ毎年基

金が減っていくというのが現在の財政状況ではないかと思います。

　これらのシミュレーションからは、200億円貯金があって、年間34億円ずつ減っていき、

あと６年、つまり平成21年ぐらいまでしか運営できないということになります。

・・・・　次に、三位一体の改革による交付税の減が考えられます。

・・・・　さらに、第３点としては、退職手当の増加であります。

　これは、主に団塊の世代と呼ばれる人たちの大量退職が平成19年度から発生いたします。

　こう考えると、平成17年度以降の財政状況は、再び厳しいものにならざるを得ないという

結論しか出し得ません。つまり、今回提案された予算を考慮しても、やはり平成21年には基

金がなくなるということには変わりはないのではないでしょうか。さらに恐ろしいことに、

私が試算したシミュレーションでは、例えば高齢化の増加による介護保険会計への一般会

計からの繰出金の増加、今後の日本社会で起こり得る現象を全く考慮していません。現在よ

りも確実に経費が増加してしまうことが避けられない現実がここにも存在しているのであ

ります。

・・・・市長みずから陣頭指揮をとって構造改革に今すぐ着手し、あらゆる事業の徹底的

な見直しを行って、構造的に大型建設事業が行えるほどの十分な余裕ができるまでは、建設

に着手すべきではないと考えます。・・・・ここで勇気ある撤退をして、体制を整えて再び

攻勢に転じればよいと思います。反論もあるのでしょうが、その際には絶対に財政破綻しな

いという、だれでも納得できる客観的なデータをぜひ提示願いたい。
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（沢田市長）

大変将来に向けて危機があるという警鐘を鳴らしていただいたことについては私も十分評

価をいたしております。その上で緊張感を持って、上地議員がおっしゃるように、破綻にな

らないようにこれから努力してまいりたいと、そのように思っております。

平成１６年　第１回定例会（　３月）  03      月      24      日  

私は、今定例会に提案されました議案第15号平成16年度一般会計予算議案に対し、反対の

立場から討論をさせていただきます。

　今回提案された平成16年度予算を含めた、平成18年度までの実施計画における財政収支

見込みによりますと、この３年間で事業執行のため、平成16年度には約58億円、平成17年

度には約 110億円、平成18年度には約80億円、合わせて約 250億円を財政調整基金などか

ら取り崩すということでありました。

　現在の基金残高が200億円ほどですから、既に超過しているように見えますが、先日私が

お話ししましたとおり、毎年決算剰余金などで 50億円以上の「貯金」が生まれますから、平成

18年度末においては、約 100億円の基金がまだ蓄えられている計算になります。

　平成19年度以降には、高齢社会の進展による介護保険会計などへの繰出金の増加や、団塊

の世代の退職金など、さらに経費が増加する中で、現在と同様の財政運営を行っていては、

貯金 100億円が２年でなくなってしまいます。

・・・・その財政構造改革のための１つの手法として、科学的な市民意識調査を行い、その

マーケティングデータに基づいた「事業執行における優先順位の確立」を、実は私は提唱し

たのです。

　・・・・　また、それと並行して、市民に均一なサービスを提供し、施設の効率的な運用

を図るために、施設管理運営計画の一元化、いわゆるファシリティマネジメントの導入も提

唱してまいりました。これは、行政管理の合理化という目的もありますが、重要なことは、経

年劣化などで、均一ではない状況にある各行政施設の修繕や補強の機会、あるいは大規模修

繕や建て直しの時期を、部局という組織を超えて、一元的に予測することになり、その際の

費用を将来にわたって支出要因として長期財政計画に組み入れることもできて、財政構造

改革の一つの指針になり得るのではないかと考えたからでもあります。

　これら私の提唱したことについて、行政内部での検討が既に始まっているようでありま

すが、せめても、その道筋への方向性の合意と確認をすることなく、どうして政策的事業を

実施できるのか、私にはわかりません。

　・・・・　したがいまして、今回提案されました議案第15号平成16年度予算案に反対を
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いたします。

平成１６年　第２回定例会（　６月）05月27日

今回取り上げたいテーマは、市長が年初に明らかにされた人事制度改革の考え方につい

てであります。

　・・・　まず、基本的な理念について伺います。

　・・・　次に、制度改革の対象範囲について伺います。

　・・・　人事評価制度について伺います。

　・・・導入に当たっては、行政は民間のような具体的な利益や効率性を目的とするもの

ではないので、まず、それぞれの部局の特性や総合計画あるいは実施計画などを考慮した、

担当部局ごとの明確な部門方針が決定していて、さらに、部門方針に基づき組織目標が設定

されているという前提条件がなければなりません。そうでなければ、例えば360度評価を導

入したところで、個人の主観や恣意的な感情に流され、客観性・公平性といった評価の必須

条件から大きく逸脱して、人間関係や組織運営にかえって混乱を招く結果となることは、自

明の理であると考えます。

　また、部署やポストごとに能力の高い職員の行動を分析し、成果が出た原因を調べて評価

基準をつくり職員に明示する、いわゆるコンピテンシーモデルについては、その評価基準を

決定する際に、膨大な数のパターンを数多くつくり、その中から範とするべき職員の行動パ

ターンを、上司たる市長や部局長みずからが選択するという作業が一般的な手法ではあり

ますが、・・・・・非常に困難であると考えます。

　また、人事評価制度の透明性を確保するためには、でき上がった評価を本人に開示しなけ

ればならないと私は考えますが、その点についてはどのようにするつもりであるかお聞か

せください。

　次に、人事評価の反映について伺います。

　　私は、能力と業績を評価するのであれば、公平な登用制度・公平な昇進制度と、能力・

業績を反映する賃金制度が必要と考えます。・・・人事評価制度を刷新するということは、

賃金制度や昇進制度をも改革することと理解しております。賃金制度については、民間企業

においては、旧来型の年功賃金あるいはそれに類似する賃金制度から決別をし、能力を評価

して担ってもらう役割・仕事を決定し、その役割の大きさと業績によって、賞与を含めた賃

金総額を決定する制度へ移行しています。

　年功給では、個人の賃金の決定要素は、学歴、勤続年数でありました。この決定要素を担っ

てもらう仕事、つまり役割と業績にすることが、実は評価制度を改革することの前提となる

と考えます。すなわち評価とは、業績の評価だけではなく仕事の評価もあわせて行うべきで

その結果で各人の賃金が決定されていく制度が、公平な制度であるというふうに考えます。
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（沢田市長）

人事制度の改革については、庁内や出先機関で36回の説明会を実施し、年功的、横並び的な

人事管理から、能力、業績を重視した人事管理（信賞必罰）へ移行するという制度改革の方

向性を示しました。また、その具体的な方針として、透明性、公平性、公正性及び納得性の高

い人事評価システムを構築すること及び評価の結果を適正に反映することのできる給与制

度、昇任・昇格制度、人事異動制度、研修制度等を導入していくということを示しました。

　初めにお話ししたとおり、人事制度改革には多くの障害が予想されますが、実現に向けて

決意を持って臨む所存であります。

―　職員のやる気と能力を引き出す制度へ　－　

（15年 4定（総務委員会）、16年 2定）

市政の運営をすすめていくためには、市役所の組織を支える職員のやる気を引き出し、能力を

伸ばしていくことがとても重要であると考えている。

市役所の組織は、年功序列など日本的経営組織の典型のように言われていた。

公的な組織と民間企業と同列に論じるのは難しいが、民から学ぶべきところは学び、しっかりとし

た「人事制度」の確立をすべきであると主張してきた。

定例会や委員会において、人事評価制度の透明性の確保のための評価の開示、公平な登用制

度・公平な昇進制度と、能力・業績を反映する賃金制度の導入など、論じてきた。

人事制度改革については、平成１８年度から事務職・技術職を対象に本格稼働し、その後平成

20年度には消防職、技能労務職にも導入され、実施されている。
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平成１６年　第３回定例会（　９月）09月 30日

まず、第１点目は今後の財政見込みについてであります。

　・・・　さて、このように質問をしますのは、本年第１回定例会で質問しましたように、

今後の財政収支見込みはどうなっていくのかという危惧が常に私にあるからであります。

市長は私が前回提出したシミュレーションを悲観的過ぎると一笑しましたが、今回の定例

会で去年に引き続き市税の還付の専決処分がなされ、約８億円が財政調整基金から消えて

しまったことや、今回の普通交付税や特別交付税に関する発表などの悪条件がさらに重な

り、私は本当に今後の財政運営は大丈夫だろうかと前回にも増して心配になるのですが、現

時点での今年度の見込み及び将来の見込みについて、どのように予測されているのか、その

自信のほどをぜひお聞かせ願いたいと思います。

　また、これは提案なのですが、普通交付税も減少するという発表がなされたとき、例えば

「県はこのように発表していますが、見込みでは昨年度の税収が増額しますので、財政運営

上全く問題ありません」といったような発表をすることが市民の方々を安心させる方法だ

と思いますが、いかがお考えでしょうか。

・・・税と交付税の表裏一体の関係は難しい話ではないので、情報提供という面で必要で

はないかと思います。いかがお考えか、お聞かせ願いたいと思います。

　

第２点目は施設の一元管理の推進とＩＳＯ      14001      についてであります。

　私はことし３月、総務常任委員会において、公共施設の管理状況について質問をさせてい

ただきました。それに対し、速やかに全庁調査を実施され、検討を進められている行政の対

応については心からの敬意を表するものであります私は施設の一元管理システムの構築は

市の所有する施設を計画的かつ効率的に維持管理・運営・処分を行うことで、合理的なマ

ネジメントシステムの確立に大きな役割を果たすことが予想されると同時に、財政的見地

からも各部局の政策優先順位が維持補修費から切り離されることによって、市民のニーズ

に即応しためりはりのある政策の実現にもつながっていくのではないかとも考えています。

施設の一元管理について、実施に向けた検討をすべき段階になっていると思います。

　

次に、ＩＳＯ      14001      に関連してお伺いをさせていただきます。

　環境行動自治体を標榜する横須賀市として、ＩＳＯ 14001をいち早く認証取得されたこと

については、心から敬意を表します。持続可能な発展を考えたとき、ＩＳＯ 14001の精神はと

ても重要なものであり、下水処理等、環境に負荷を与えるサイトの認証は引き続き必要であ

ると考えております。しかし、私は本庁舎を含めた全庁的なＩＳＯの認証取得については必

要性に疑問を感じています。本庁舎や行政センターなどの環境目的、目標は電気エネルギー

などの省資源、事務用紙使用量や廃棄物の削減などの省資源が中心であり、これらについて
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は施設の一元管理システムを構築することによって、その方針の中に盛り込むことができ

るのではないかと考えています。私は認証取得のために職員の労力を注ぎ込むのではなく、

効率的に行いながら効果を生み出す横須賀市ならではのシステムを検討する時期に来てい

るのではないかと思います。

　さきに申し上げたとおり、ＩＳＯ      14001      が必要なサイトは継続し、その他本庁舎等は新た  

に施設の一元管理を検討する中で、横須賀市独自のシステムを構築することが可能になる

と考えますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。

　

―　ＩＳＯのマネジメント経験をいかす！　ＹＥＳシステムの稼働－

横須賀市では、平成11年 12 月に環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001の認

証を取得し、継続的に活動に取り組んでいた。

当時（平成16年 1定）、庁内のマネジメントサイクルに対する意識は高まっており、認証取得の

ために職員の労力を注ぎ込むのではなく、効率的に行いながら効果を生み出す横須賀市独自の

システムの検討を提案した。

　その後、ＩＳＯ１４００１については、平成 18年度末で終了、現在、その経験を生かし、市長の環

境方針のもと、平成 19年 4 月に横須賀市環境マネジメントシステム（Yokosuka Environmental

management System=YES（ワイ・イー・エス））が動いている。

さて、３点目になります。桜台中学校の統廃合問題であります。

　・・・幾ら教育委員会が選択制と統廃合は別として学校の個性化を訴えたところで、数合わせの理念なき統廃合方針

が先行している以上、桜台が統廃合の標的にされたとだれもが認識するのは当然のことであり、事実子どもたちの桜台離

れに拍車がかかってしまったのであります。

　次に、学校選択制に関してお伺いします。

　ソフト面での学校の個性化が確立されてから、まずは学校選択制が導入されるべきであって、その後の推移や傾向を注

意深く分析していく過程の中で、ハード面や管理運営を踏まえた客観的な個々の統廃合方針が決定されていくべきと考

えますが、市長の見解をお聞きしたいと思います。

　

（沢田市長）

ＩＳＯ→効率的に行って効果を上げる横須賀市独自のシステム、例えばＩＳＯの審査登

録機関にかわる監査方法などが可能かどうかということなどについては、今後の研究の課

題としてまいりたいと思っております。

＊
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平成１７年　第１回定例会（　３月）03月 04日

平成17年度予算について、何点か伺いたいと思います。

　第１点は、報道に対するプレゼンテーションについてであります。

　毎回、横須賀に限らず、行政の発表に対する報道を目にする際、気になって仕方がないの

ですが、県内初の試みだとか、新規事業ばかりが強調されることに甚だ嫌悪感を覚えていま

す。報道する側の問題もあり、当局がそのような説明の仕方しかできないのかもしれません

が、例えば、昨年から取り組んだ事業がことしはこのように花が咲いた、また、地道に取り組

まなければならない課題は、若干ではあるがこのように進展した。全く進展することができ

なかった施策について、このような理由があって、来年はこの解決に全力を挙げるつもりで

あるとか、そのような話が報道されてもいいような気がします。行政が行わなければならな

い事業の本質は、新規で華々しいものだけではないはずですので、報道に対するプレゼンテ

ーションについては、検討の余地があると考えますが、市長はどのようにお考えか、お伺い

したいと思います。

・・・今後の財政運営について、再度お伺いをしたいと思います。

　昨年私は、今後の経費の増大や基金の残の状況から見て、抜本的な財政構造の改革を行わ

なければ、平成19年度には予算編成が難しくなり、平成20年度には基金が枯渇すると警告

いたしました。そのときのつくり合わせた資料を見ますと、平成17年度末には平成16年度

予算の決算剰余金を見込んでも143億円ほどの残となるとの見込みでありました。平成 17

年度予算に対する報道を見ますと、平成17年度末の基金の残高見込みについて、130億円に

なるものと見込まれているということでありました。私の見込みよりもさらに 10億円以上

収支が悪化したことになります。これは一体どういう理由なのでしょうか。
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（蒲谷市政時代）

平成１７年　第３回定例会（　９月）　09月 15日

　蒲谷新市長の所信表明に対し、質問をさせていただきます。

　私自身、市会議員となり２年余りが経過しましたが、この間一貫して、子どもたちに何を

残せるのか、何を残すのかを念頭に置きながら、議員活動を進めてまいりました。これまで

横須賀の官製都市としての経営基盤の脆弱さを指摘し、特に本市の財政問題を中心に横須

賀の将来について、前市長を初め関係理事者の方々と議論を重ねてまいりました。これらの

議論の中から、新しい施策の実現に向けた検討が始まったものや、緊急な課題について速や

かな対応をしていただいたものもあります。

・・・　１つ目は、行政と市民の温度差であります。市民が真に求めている施策と行政が展

開する施策との乖離が生じているのではないでしょうか。・・・市長として、市民の声に耳

を傾けるという基本に立ち返り、それを実践しようとする姿勢については、私は大きな評価

をしているのですが、さらに重要なのは、それをこの街にとって重要な政策立案に結びつけ

られることができるかどうかであります。これら、市民の皆さんからいただいた貴重な意見

を、地域、年代、政策項目など、施策や事業に反映できるよう、分類、分析、先ほどアンケート

の話がありましたが、分析しておくべきと考えます。その具体的方法について、現時点で結

構でございますから、市長はどのようにお考えがあるかお伺いしたいと思います。

　２点目は、市政の方向がはっきり見えていないということであります。

　・・・横須賀という街をこうしたい、こうするというビジョンを持ち、その実現に向けて

戦略的に都市経営を進めなくてはならないと考えています。

　・・・市長が目指す将来の方向性、市長の哲学、市長の人生観みたいなものを具体的に明

らかにしていただければ、その方が理解できると思いますので、ぜひお聞きしたいと思いま

す。

　次に、地域産業の活性化について伺います。

　次に、地域のまちづくり拠点としての行政センターでの権限の強化についてお伺いいた

します。

　・・・　以前にも申し上げましたが、地方分権とは、今までの中央官庁依存型の中央集権

的な体制から脱却し、各地方がその地域独特の特性や考え方に基づいて、特色のある事業展

開をすることにこそ大きな意義があると思っています。

　その中で市役所は住民に一番近い存在であり、当然のことながら分権の動きの中で、高い

自立性を持って時代の要請にこたえる、いろいろな行政事務を処理し、同時にさまざまな市

民サポートをこなしていかなければなりません。
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　私たちの横須賀はどうでしょうか。住民に一番近い存在として、役割を十分に演じている

でしょうか。

　・・・　行政の組織は、その行政目的によって縦割りに構成されています。この構成の弊

害は行政目的を超えた横断的な判断ができないことであり、行政センターなどに代表され

る出張所は、本庁機能の補完という限定された権限しか付与されていないのが実情であり

ます。本来は、本庁機能とは地域に密着した市内の出張所の機能を補完するために機能する

べきものであるはずですので、地域の実情を考え、地域の皆さんや地域コミュニティー、Ｎ

ＰＯ、民間事業者のニーズに即応できるよう、権限の強化や充実を図るべきであり、それこ

そが本当の意味での地方分権につながると、私は考えています。市民のまちづくり活動の拠

点として、行政センターの権限強化をしていくべきと考えますが、市長はどのようにお考え

でしょうか。

　次に、毎回お聞きしております財政状況についてお聞きします。

－　地域の活動拠点・・・行政センターの機能強化！　－

（17年 3定）

行政センターの機能強化は、分権の時代において、重要なテーマである。

地方分権とは、今までの中央官庁依存型の中央集権的な体制から脱却し、各地方がその地域

独特の特性や考え方に基づいて、特色のある事業展開をすることにこそ大きな意義がある。

市役所は住民に一番近い存在であり、当然のことながら分権の動きの中で、高い自立性を持っ

て時代の要請にこたえるため、適切に事務を処理し、同時にさまざまな市民サポートをこなしてい

かなければならない。

　地域に住む住民に一番近い市の機関として行政センターがある。行政センターについては、そ

れぞれの地域の実情を考え、地域の皆さんや地域コミュニティー、ＮＰＯなどのニーズに即応でき

るよう、権限の強化や充実を図るべきであり、それこそが本当の意味での地方分権につながると、

考えている。

これまで、市民のまちづくり活動の拠点として、行政センターの権限強化をしていくべきと論じて

きています。

◎市長（蒲谷亮一）　

・・・　次に、市民のまちづくり活動の拠点としての行政センターの権限強化についてお

話がございました。

　行政センターの役割は、各種申請や届け出の受付を行う窓口としての役割から、地域活動

の拠点としての役割に市民の期待が高まってきているものと認識しております。地域活動

の拠点としての機能を充実するために、次の３つのことについて、重点的に取り組みたいと

考えています。
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　１つは、市民との橋渡しとなる広報広聴機能を充実することです。　２つ目は、公民館の

運営を行政センターに一元化し、地域自治活動センターとともに地域活動の拠点として確

保して、地域の人や団体に活動する場を提供することでございます。　３つ目は、地域の人

や団体の自発的な活動を促すため、地域版市民活動サポートセンターを整備し、地域のまち

づくり、まちおこしの支援をすることでございます。

　以上のとおり、今後は行政センターを地域の活動拠点として機能の強化を図ってまいり

たいと考えております。

　

平成１７年　第４回定例会（１２月）11月 29日

　私、基地対策、今後のまちづくりについて、それから公約の実現とその可能性について、財

政問題も含めて、そして３番目に人事制度改革について、この３点についてちょっと質問を

させていただきます。

人事制度改革についてお伺いいたします。

　「年功序列・横並び的人事制度を見直し、能力と業績を重視した人事で職員の意欲を最大

限に引き出す」との理念で始まった人事制度改革も、スケジュールでは来年度から本格導入

に踏み切る予定であると聞いており、いろいろと試行錯誤を繰り返してここまで来たこと

に関して大きな評価をしているのですが、私は個人的には制度改革と並行して賃金制度改

革も断行するべきであると考えていますので、引き続き積極的な検討に期待をしておりま

す。

平成１８年　第１回定例会（　２月）  03      月      02      日  

　

今回は、毎回お聞きしている財政状況に対する認識、政策目標の明確化、横須賀新世紀ビ

ジョンの策定方法の３点について、所見をお聞きしたいと思います。

　・・・　さて、今回提案された一般会計予算案を見ると、財政調整基金などの取り崩しは

約73億円となっています。・・私の分析したシミュレーションによっては、横須賀市は現状

では毎年約 100億円の収入不足、簡単に言えば赤字が発生する見込みであり、その補てんの

ために基金を取り崩して、要するに貯金を取り崩しているわけでありますが、財政運営をし

ていると分析しています。・・・　今回、取り崩しが少なくなったことについては、前述し

た市税と地方交付税の関係ではない、事業の見直しによるものも含まれていると考えられ

ていることから、私はまず市長以下の皆さんの努力に称賛を送りたいと思います。

　しかし、詳細については言及しませんが、財政構造の改革が完了したわけではなく、これ

から取り組む課題が山積していると思いますので、さらに努力していただきたいと思いま

す。

・・・　最近の新聞報道で、横須賀中央駅前に中央図書館を移転するという計画が延期さ
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れたとの報道がありました。私は以前から横須賀市の財政的潜在能力から考えて、政策につ

いて優先順位をつけて選択しなければ、政策実施を財政的に裏づけて実施することはでき

ないと主張し続けてまいりました。中央図書館の移転については、50億円という建設費用を

捻出する時期が余りにも悪く、維持管理も含めて予算を組めるような状況ではないという

ことや、図書館の本は今や公民館でも取り寄せることができ、しかも京浜急行の改札口で返

却できるなど、かなりネットワーク化されており、位置的なハンデを克服する施策をみずか

ら展開しているにもかかわらず、なぜ移転をしなければいけないかとの合理的な理由が見

つからないことから、同僚諸氏に対し、できるわけがないと言い続けてまいりました。

　今回、延期が発表され、とりあえず溜飲が下がったところでありますが

・・・　次に、横須賀市の政策目標についてお聞きします。

　・・・市民が実感できるビジョンとするためには、前に申し上げましたような要因の分

析も当然必要でありまして、また市民の普遍的意見を見きわめることも必要となります。普

遍的意見を見きわめる手法については、以前からマーケティングに基づいた手法について

申し上げてまいりましたが、現在開催されているまちづくりミーティングや各種のアンケ

ートなどによって市民の意見を集めることも一つの方法として大変大きく評価をしていま

す。

　

平成１８年　第３回定例会（　９月）09月 15日

　

今回は、質問の要点は大きく２つになろうかと思います。１つは、横須賀市という行政を運

営する際の手法、もう一つは、地方分権についてであります。

　まず１点目、市長の行政運営の手法についてお伺いをさせていただきます。・・・

　「予想を越えて厳しい」「今後４～５年は財政面での底」と以前に発言されていたことから

もわかりますが、今後は扶助費や繰出金などの義務的経費の増加に伴い、時代に即応した、

今まさにやらなければならない事業をやるだけの財源を確保することすらできないという

のが実情であろうと考えます。

（略）

　次に、地方分権についてお聞きします。

　地方分権が叫ばれてもう何年にもなるでしょうか。平成 12年の地方分権一括法施行によ

り、法体系化的には地方に事務が移管されたわけですが、依然として各省庁は財源移譲をせ

ず、そのしわ寄せが地方に及んでいることは想像にかたくありません。

・・・私は真の意味で地方分権をなし遂げるためには、以前のような上下関係ではなく、対

等関係を持って国と地方が大いに議論を深めることが必要で、現在全国市長会などいわゆ
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る地方六団体が行っている提言を、個々の自治体の首長が自立的にもっと積極的に行うべ

きと考えます。

　最後に、今後の地方自治体としてあるべき姿についてお聞きします。

・・・　真の意味での地方分権とは、地域特性を重視した施策展開を実現するべきであり、

無味乾燥な未来都市のような構想は横須賀には合わず、もっと人間の息遣いが聞こえるよ

うな活力のある街にしていかなければならないと考えてきましたし、他都市との比較論に

傾きがちな市政の方向性を危惧し、独立した財政指数を持って市民に訴えることが必要で

あると私は訴えてきました。また、分権とは、各自治体の地域特性やそれぞれの実情に基づ

き、自主的、自発的に自治体から惹起されるものと考えてきたので、大臣の私的懇談会から

とはいえ、国側からこのような報告書が出てきたことに驚きを隠せませんが、この報告書を

作成したのが民間人であることを考えると、行政以外の目は共通していることと理解でき

ます。

　今後の行財政運営においては、どうしたら真の意味の地方分権が確立されるのかを十分

念頭に置いて運営をしなければならず、従前のような財源優先的な考え方や地方交付税の

基準財政需要額に算定されるといった考え方からは、一線を画さなければならないと考え

ます。・・・　現在、市長は今後10年間をにらんだ新世紀ビジョンの作成を進めると思いま

す。横須賀が真の意味での地方分権を達成できるような視点、施策をビジョンに大いに盛り

込むべきと考えますが、市長はどのようにお考えでありましょうか。

平成１８年　第３回定例会　決算特別委員会　  10      月      02      日  

◆上地克明委員　

・非常勤と常勤の１人当たりのコストは大体 800万円と 300万円と大ざっぱにお聞きしま

したが、総コスト、全体でどうなっているかという推移はつかんでいますか。

◎※総務部長　

　今、委員の御質問の総コストということになりますと、特に、正規職員の非常勤化の非常

勤職員のコストと、・・・その辺は御容赦をいただきたいと思います。

◆上地克明委員　

　佐藤委員が先ほどおっしゃっていましたが、非常勤職員の給与体系が非常にわかりにく

い。多分これからわかりやすいように整理されていくとは理解できますが、なぜかというと

一つの事業に関して職員がどのくらいで非常勤がどのくらいが適正かというのはわからな

いが、２点あると思います。それは、１点は事業ごとのコストがどのくらいかかるのか、もう

一点は非常勤化によって市民サービスの低下を招いていないか、この２点の視点が絶対必

要であると思います。
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平成１９年　第１回定例会（　３月）　03月 05日

今回は大きく分けて３点、市長に質問させていただきたいと考えています。

　まず、財政状況について、そして次に政策決定の基準について、そして最後に安全保障問

題についてお聞きしたいと思います。

　まず、財政状況についてお聞きします。

　３年前、この場で「このままでは平成19年度予算は組めなくなるのでは」と質問をさせて

いただきましたが、現時点では予算は組めています。しかし、これは平成17年度において減

収補てん債の発行、平成18年度においては退職手当債の発行及び下水道事業に対する繰出

金の一部を起債に振りかえるなどの措置を講じた結果、財政調整基金を 50億円以上温存す

ることができたものによるものと思われます。

　さらに、平成19年度予算においても退職金手当債を21億4,690万円発行するなど、現行

財政制度を使い切った結果として、ようやく組み得たものと推察されます。これらを使わな

ければ、現時点において財政調整基金等の残高は90億円程度しかなく、逆に基金の取り崩し

も現状よりも30億円以上多かったはずであり、予算編成ができ得ない状況になっていたは

ずであります。

　・・・次に、政策決定の基準や指標についてお聞きします。

　市長は、現在の横須賀のさまざまな状況をどのように分析し、どのように感じておられる

のでしょうか。

　・・・市場主義的な経営感覚も重要な要素になってくると考えられます。今後の都市経

営にはさまざまな各種指標が必要と考えますが、市長の御所見をお伺いしたいと思います。

　さて次に、毎回申し上げている事業の優先順位、プライオリティについてお聞きしたいと

思います。

　

　最後に、安全保障問題についてお聞きしたいと思います。

　我が会派は、原子力空母配備に関する住民投票条例に反対いたしました。もちろん、これ

は今日的な時代の要請である住民投票という市民の権利を否定するものでもなければ、市

民の安全を軽視するものでもなく、いわんや国の専管事項にを挟むべきではないなどとい

う頑迷な保守主義を唱えるつもりは全くありません。地方分権という時代には、重大な案件

に関して議会を補完する住民投票制度が整備されるのは当然であり、また市民の安全に関

して徹底的な調査や監視が必要であることは言うまでもありませんが、この条例案には国

家の安全保障と脈々と続く横須賀の歴史や基地問題をどのようにとらえるかという考察や

検証、さらにこの問題を今後どのような方向に導こうとしているかというビジョンや展望

が全く感じられなかったからであります。

・・・・・我が国を取り巻く国際情勢から考えれば、現時点において防衛や安全保障上の

観点から、より緊密で強固な日米関係の構築が必要であり、横須賀基地の存在もますます重
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要な役割を担ってくると思われます。

　そこで、最後に市長にお聞きします。現在の日本を取り巻く国際情勢と日本の安全保障体

制をどのように認識しておられのか。また、その中での横須賀の役割をどのように思われて

いるかお尋ねを申し上げまして、我が会派の質問とさせていただきます。

平成１９年　第２回定例会（　６月）　  05      月      31      日  

ニューウィングの上地克明でございます。

　まず市長にお聞きしたいのは、財政状況に対する認識であります。

　これまで再三にわたり、財政状況については警鐘を鳴らし続けてきましたが、・・・シミ

ュレーションした手法で、財政分析を行ってきた結果によるものであります。

　・・・今後５年間に起こることが確実であろう経費の増加、収入の減少を重ね合わせる

と、少なくとも現状より35億円の財政状況の悪化をもたらしてしまうと考えられます。

・・・・現在の財政構造は、もはや義務的経費の塊と言っても過言ではなく、財政当局や事

業執行部局に金銭的削減を指示しても、もはやどこを削減するべきかわからなくなってい

るのが現状ではないでしょうか。

　ですから、今後行財政改革の推進に当たり、予定されている事務事業の点検以前に、まず

市長が具体的な削減方法や目標を指示するしか方法がないと考えますが、市長の御所見を

お伺いしたいと思います。

　次に、事務事業の総点検についてお聞きしたいと思います。

　・・・　また、この提言には、具体的な取り組みとして、１、事務事業の総点検を実施、報

告。２、職員数削減計画の見直しが示されています。事務事業の総点検については、市の仕事

を法令の規定に基づくものか、緊急性、優先性は高いかなど、さまざまな角度から点検し、そ

の優先順位づけによって思い切って廃止、休止、縮小する必要があると述べています。これ

は財政的な裏づけや現状認識が甘いまま、必要性、緊急性が感じられない事業が展開されて

きており、政策の推進に当たり、優先順位を明らかにした上で選択していくべきだという私

の提言に近いものがある。ぜひとも、できるだけ早い時期に実行しなければならないと思い

ます。

　市長もこれまで、この点について言及していますが、政策選択の指針や優先順位の基準は

客観的かつ透明性も高く、財政的裏づけも含め、明確で効果的なものでなければならないと

考えます。前問とも関係すると思いますが、今後いつ、どのような方針でこの事業点検を実

施するのか、お聞きしたいと思います。

・・・　さらに、内部管理費の見直しの必要性について、市長にお伺いします。

　私は、事業の総点検や削減計画だけで、この厳しい財政状況を乗り越えることはできない
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と考えています。退職手当債の委員会審査の際にも議論をしましたが、本市の一般職員のラ

スパイレス指数は、18年度で102.0であります。県下でも高い水準にあります。

　また、これまで余り議論されなかった技能労務職については125以上と承知しており、私

は問題であると考えています。本年４月、地方公務員の清掃職員や学校給食員、バス事業運

転手と民間の類似業種に勤務される方々との給与の比較について、総務省の調査結果が新

聞報道されました。この結果は、既に総務省のホームページでも公開されていますが、調査

によると、地方公務員は民間より清掃職員の場合は約40％、学校給食員は約 35％、バス事業

運転手については約55％高いという結果をまとめています。

・・・・・・　この給与の背景には、これまでいろいろと社会的、そして、歴史的な事情が

存在しているということは十分承知しておりますが、この姿が現状において正しい姿とは

思えません。私はそれぞれの業務内容、役割に応じた適切な給料を支払うべきと考えていま

す。改革には痛みはつきものであり、それでなくては市民の理解を得られないのではないか

と思います。技能労務職の給料の現状と今後について、ぜひ市長のお考えをお聞かせいただ

きたいと思います。　

１問目の最後に、地方分権改革に関連して、市長の考えを再度お聞きしたいと思います。

・・・・　国の制度待ちでは、何の解決にもつながりません。自立する都市を目指し、官民

がそれぞれの立場で自発的に行動を起こすことが大切であり、その一歩こそが地域の自立

ということではないかと考えます。つまり、それぞれの地域に権限を付与し、市民がそれぞ

れの地域の特性に応じた運営をしていくことが、これから求められます。しかし、これは安

易な行政の下請団体をつくることでもなく、行政の補完機能を市民に負わせることは決し

てあってはならず、自立した地域活動や市民活動が展開できる環境や条件整備をつくるこ

とこそ、そして、自発的な市民をはぐくむ土壌づくりこそが行政の責務とならなければなら

ないと考えております。

　同時に、横須賀という都市を自立させるためには、当然として自立した健全な財政運営に

立脚した政策運営が求められます。今、官民とも自立を目指さなければ、横須賀の将来はな

いと考えてもいます。

◎市長（蒲谷亮一）

　財政問題についてお尋ねをいただいたわけですが、議員には以前から本市の厳しい財

政状況に対する警鐘を鳴らしていただきますとともに、難局を乗り切るべき提案を積極的

にいただいておりますことに感謝を申し上げたいと思います。

　次に、今後行政改革の推進に当たり、事業の総点検の実施以前に具体的な削減方針や目

標額を指示してはどうかという点でございます。

　御指摘のとおり、昨年度実施計画の策定に合わせて作成いたしました財政収支見通しで

も、毎年度20億円台の収支不足が見込まれておりますので、既に示している集中改革プラン
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を上回る改革を進めていかなければ、体質の改善はなし得ない、このように考えております

　具体的には、３年以内に収支バランスを均衡させることを目標に、既に集中改革プランで

見込まれている削減内容に加えて、一般財源28億円の歳出削減に取り組んでまいります。

　歳出の削減に当たりましては、従来の考え方ややり方の継続を前提としないで、聖域を設

けずに大胆な見直しをする方針といたします。事務事業の総点検は、この目標を達成するた

めの手法と位置づけております。

・・・　点検では、事業の対象者数やニーズが減少しているのに、従来の手法で事業を行

っていないかどうか。時代の経過とともに政策目標に合致しない事業を行っていないかど

うか。市が行うべき事業かどうかなどについてチェックシートを作成して、廃止、休止、見直

しを行ってまいります。

　また、事業単位での見直しを検討するだけではなく、かつては政策目標を持って設置した

組織のあり方や業務の取り組み指標など、組織マネジメントの見直し、既存計画の変更など

の大胆な見直しも行っていきたい、このように考えております。

　見直しの結果、早期に実現できるものは、平成20年度予算に反映していく考えでございま

す。

次に、職員削減計画の見直しについてお尋ねがございました。

次に、技能労務職員の給与についてお尋ねがございました。

　技能労務職員の給与に関する御指摘の点については、問題として認識をしております。

　技能労務職員の給与については、まず一般職と同様に、平成      18      年度からの国の給与構造改  

革の実施を受けまして、本市におきまして、平成      19      年４月から年功的な給与上昇の抑制など  

給与構造の見直しを実施しております。

　さらに、技能労務職の給与制度について、本市独自の改革として平成      20      年度から役割に応  

じて職位を定め、それに応じて給料表の級を設定いたします。また、運用による昇格の廃止

を行います。

　評価制度などの人事制度につきましても、  20      年度から技能労務職に導入すべく、検討を進  

めております。

　今後これらの見直しの成果が見えてくると考えておりますが、さらに踏み込んだ改革が

求められておりまして、今後努力をしてまいります。

　最後に、国の制度待ちではなく、官民ともに自立する都市を目指す必要があるという点で

ございます。

　第１次地方分権改革で残された課題の解決に向けて、昨年末に第２期分権改革がスター

トいたしましたが、議員御指摘のとおり、国の対応を待つ姿勢では、元気な横須賀は到底実

現できないと考えております。厳しい財政状況にありましても、それぞれの自治体の特性に

合った政策を選択し、みずからの努力と工夫でめり張りのある行政運営を進めていかなけ

ればなりません。
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－　職員の給与について　－

（19年 2定、21年 1定）

市では厳しい財政状況を背景に 2年間の職員給与カット（20年 7 月－22年6月）を行った。厳

しい財政状況にあるとはいえ、職員のやる気と能力を引き出すということから言えば、給与カット

について決して望ましいものとは思えない。

人事制度の導入によって、職員給与について、役割等級と職位、給料表を整理し、役割と処遇

の整理に取り組まれましたが、まだ道半ばである。それぞれの業務内容、役割に応じた適切な給

料を支払うべきと考えている。

その点から、民間企業における同種の従事者や国家公務員と比較して高い給与水準にある技

能労務職について、適正な給与水準の実現に向けて取り組むべきと主張している。

平成１９年　第３回定例会（　９月）  09      月      18      日  

　ニューウィングの上地克明でございます。

　私は、今まで、これまで横須賀の財政状況について分析と検証を繰り返しまして、危機的

状況を脱するための警鐘や質問をしてきました。

同時に、小泉前首相の提言した三位一体の改革について、国の政策に追従するだけではなく

横須賀の独自性や発展の阻害要因などを客観的に分析し、今後の横須賀のグランドデザイ

ンの基礎を確立して、真の意味での地方分権を確立するべきであるということをあらゆる

ところで主張してまいりました。

　これらについてはいろいろと議論を交わしてきましたが、まだまだスタートの位置にあ

るというふうに私は思っております。

　さて、今回、毎度でございますけれども、財政状況について、先ほど触れました交付税につ

いて、それと行革の実行状況について、・・尋ねしたいと思います。

　次に、職員にかかる総経費について質問いたします。

　これまでの行政改革の取り組みにより、市の正規職員数は減少傾向にあるものの、非常勤

職員や臨時職員数は増加しています。

　しかし、その実態をつかむには、一時的な人員数の比較だけではなく、非常勤職員や臨時

職員を含めた総コストを抑える必要があります。コストをあらわす数値として人件費があ

りますが、いわゆる人件費には臨時職員の賃金が含まれておらず、一方では市会議員の報酬

が含まれるなど、職員にかかわる総コストを比較する数字としては十分ではありません。

　私は、その観点から、18年の決算特別委員会において、正規職員、非常勤職員等を含めた職

19



員にかかる総コストについて、その額と推移について質問させていただきましたが、その際

には、職員にかかる総コストの考え方は整理されていませんでした。

　まず、実態をあらわす数値をつかむことが重要であり、その数値の策定が真の財政改革に

つながっていくと考えています。

　平成19年第１回定例会において、市長は、同僚議員の質問に対し、「今後、行政改革の推進

状況を検証するために、臨時職員を含む総人員、人にかかわる総体の経費を含めて検証する

必要がある」と答弁されています。

　その後、職員にかかる総経費について調査を実施されたのでしょうか。職員にかかる総経

費のとらえ方、そして調査の状況についてお伺いをさせていただきます。

　最後に、横須賀市の指標の決定方法についてお伺いをさせていただきたいと思います。

　市長は、４つの政策重点分野を掲げ、市政に当たっておられるのですが、それを施策実行

するために必要な横須賀の特徴について分析をされているのでしょうか。

　ことし第１回定例会の代表質問で申し上げましたが、今後の市政運営に当たっては、さま

ざまな指標を持って、どこにどのような施策実行すべきかを決定するべきであると私は考

えています。

・・・・　第１回定例会の代表質問の際に、市長は、「指標とまちづくりミーティングで肌

で感じたことをあわせて施策に反映させたい」と答弁されていることから考えてみても、指

標の具体的分析は必要不可欠であるというふうに考えます。

　本市の政策の現状を的確にとらえる政策評価を行うために、指標づくりは重要な視点の

一つであるというふうに考えます。

◎市長（蒲谷亮一）　

・・・職員にかかる総経費について調査を実施したのか、職員にかかる総経費のとらえ方

と調査の状況について御質問でございます。

　職員にかかる総経費につきましては、今年度、まず考え方を整理し、数値の定義を行いま

した。

　人件費から議員報酬など議員にかかる経費や専門委員報酬などを除外するとともに、人

件費に算定されない賃金や報償費、非常勤職員のボーナス相当分を加えて、正規職員、非常

勤職員、臨時職員にかかる経費として整理をいたしました。

　

　最後に、的確な政策評価のための指標づくりの重要性についてお尋ねがございました。

　御指摘のとおり、対象者数やサービス量だけでなく、それにかかる事業費なども客観的な

指標にして分析を行うことは、市の経営を行う上で大変重要な視点であると考えておりま

す。
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－職員にかかる総経費についてー

行政改革の取り組みにより、横須賀市の正規職員数は減少傾向にあるものの、非常勤職員や

臨時職員数は増加している。その実態をつかむには、一時的な人員数の比較だけではなく、非常

勤職員や臨時職員を含めた総コストを抑える必要がある。

18年 3定の決算特別委員会において、初めて正規職員だけでなく、非常勤・臨時職員を含めた

市役所すべての職員の総人件費によるコスト比較を提案した。

その後も、定例会（19年 3定）において、一般質問で取り上げ、現在は、決算審査時に委員会資

料として提出されている。また、非常勤の報酬体系についても、整理されている。

平成１９年　第４回定例会（１２月）11月 29日

ニューウィング横須賀、上地克明でございます。

　最近、連日のようにアメリカの景気の悪化懸念に伴う円高や企業収益の伸び悩みなど我

が国経済にとって不安材料が取り上げられて、24日の朝刊では2007年度補正予算において

税収が１兆円減額の見通しと報道されております。地方はもっと深刻であります。とりわけ

本市も重要な局面にあると思います。私からは、恒例でありますが、財政問題を中心に何点

か質問させていただきます。

　１点目は、今年度から来年度にかけての財政状況についてであります。

・・・・交付税や起債の問題について国に強く働きかけることが必要であると考えますが、

市長はいかがお考えでしょうか、まず、お聞きしたいと思います。

・・・・、当初予算で財源不足のために基金を 71億円取り崩す予定であったものが、約58

億円になると考えています。平成18年度決算において基金残高は137億円でありますので、

平成19年度末における基金残高は約79億円になると思われます。

・・・・・・また 79億円の基金残高から考えると、もはや平成21年度予算が組み得ない状

況になってしまうことは明らかであります。平成20年度予算編成において、いかに予算をタ

イトに組んだとしても、現在の基本的財政構造を考えれば、基金の取り崩し額は 70億円を上

限する水準で推移すると思われますので、現在のままでは平成 20年度末には決算剰余金な

どの増加要素を見込んでも、基金残高は 50億円前後になってしまうと危惧しています。

　再三申し上げていることでありますが、予算編成の方法を抜本的に見直し、時代が要請し

ている重点施策に沿った事業を、市長みずからが優先順位を考えながら厳選していく方法

を確立すべき時期に来ていると考えますが・・・・。

　次に、再編交付金について伺います。

　前回の定例会で述べられた基地再編交付金の使途をどのようにお決めになったのかお聞

きしたいと思います。
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次に、定住促進に向けてお伺いさせていただきます。

　今進められている定住促進プランの検討のあり方についてお聞きします。

　・・・・個別計画を、生活する市民の立場になってもう一度俯瞰的に検証し、横須賀特有

の特徴を見出す作業を行わなければならないと思います。私はこれらの作業を通じること

によって、初めて定住を促進する施策が浮かび上がってくると考えますが、市長はいかがお

考えでしょうか、お聞きしたいと思います。

　また、これまで示されてきたファースト・マイホームプランや仲介奨励金などの具体的

事業案は、根本的な解決策ではなく、本市からのメッセージにすぎないのではないでしょう

か。定住促進策については、現実の本質に切り込んで、市長のまちへの思いを強烈なメッセ

ージとして盛り込まなければ何の意味もないのではないかと思います。

本市の課題を見据えた上で、真の定住促進に向けたまちづくりを行っていただきたいと

思います。市長に具体的なお考えがあれば、実行の決意とともに御所見をお聞かせいただき

たいと思います。

平成２１年　第１回定例会（　３月）03月 03日

　会派ニューウィングを代表いたしまして、市長に質問をさせていただきます。

　まず、今回も財政状況からお聞きしたいと思います。

　・・・・今回の予算において、努力の跡の最たるものは人件費であり、退職手当を除いて

前年に比べ６億8,000万円もの減となっています。計画なしには人員は削減できるものでは

なく、しっかりとした業務把握がなければ、なし遂げられるものではないことなどを考え合

わせても、まずは財政的な評価を与えるべきであると思います。

　一方、厳しい状況がかいま見えるものは、特に扶助費、繰出金、公債費であります。生活保

護費を初め、障害者及び児童福祉関係の扶助費が大幅に伸びており、それに伴う国庫補助の

伸びを差し引いても、市の財政にかかる負担は非常に大きいものがあります。また、繰出金

の伸びも非常に心配であります。

　１点目は、職員削減についてであります。

　２点目は、市の所有する施設や土地の処分についてです。

　先日、鈴木真智子議員の質問に対し、「公有財産の積極的有効活用を図り、処分可能な土地

については、周辺の土地利用状況等を勘案した上で、民間で活用していただくことが雇用の

創出や固定資産税などの歳入確保につながる」と市長は答弁されておられましたが、現実は

売却方法が決まっているために積極的な売却姿勢にはどうも思えないというのが現状であ

ります。今後はインターネットなどの公募を含め、あらゆる売却方法や手段を講じ、できる

だけ早く処分していくことが求められていると思いますが、市長の御所見をお伺いいたし

ます。
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　３点目は、職員給与の問題です。

　職員の皆さんは、現在、管理職員が４％、その他の職員が2.5％の給料カットをされていま

す。厳しい財政状況にあるとはいえ、職員のやる気と能力を引き出すということから言えば

このカットについて決して望ましいものとは思えません。給与については、人事制度の導入

によって、役割等級と職位、給料表を整理し、役割と処遇の整理に取り組まれましたが、まだ

道半ばであるとは感じています。私は、職員の職務内容や複雑さや困難さなどの難易度で給

与の差を設ける職務給の原則をきちんと適用すべきであると考えています。

　加えて、技能労務者の給与については、注視をしております。平成      19      年４月１日、現在のラ  

スパイレス指数で見ると、本市の技能労務職員は      127      を超えています。・・・この現状をい  

かにとらえるべきでしょうか。

　業務の公共性を考慮しても、市民の感覚からすれば納得できないのではないでしょうか。

技能労務職員についても、適正な給与水準の実現に向けて取り組むべきと考えますが、市長

のお考えをお聞きしたいと思います。

　

最後に、行政改革の実現に向けた市長のお覚悟を伺います。

・・・つまり、自治体の条例制定権のさらなる強化が見込まれるわけであります。

　そこで市長にお尋ねします。

　市長は、この地方分権改革推進委員会の第２次勧告、とりわけ条例制定権の拡大に関する

勧告に関し、どのように評価されますでしょうか。

　

　なお、私たちは、地方分権、政策法務の推進については、議会においても真剣に取り組むべ

き課題であると認識しています。わけても、条例は議会制定法であることを新たな分権改革

に際し、再認識した上で、議員提案条例への取り組み、あるいは市長提案の条例案に対する

審議において確固たる役割を果たし、本市の議会の立法機能の発揮に貢献していく所存で

あることを申し添えます。

―　議会基本条例の制定！　－

ニューウイング横須賀では、分権改革に際し、条例は議会制定法であることを再認識した上で、

議員提案条例への取り組み、あるいは市長提案の条例案に対する審議において確固たる役割を

果たし、本市の議会の立法機能の発揮に貢献していく覚悟で議会審議に臨んでいる。

議員による積極的な条例制定の必要性を考え、議会基本条例の制定を念頭に置き、早い段階

から市議会の立法機能の強化に取り組んできた。

　次に、22年度までの現行基本計画にかわり、新たに策定することになっている基本計画に

ついてお尋ねいたします。本定例会にも、常任委員会配付資料として配付されていることに
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なっているようでありますが、ここで総合計画の枠組み全体を俯瞰した立場から質問いた

します。

　　次に、基本計画と大規模な施設整備の関係についてお尋ねいたします。

次に、医療問題についてお伺いさせていただきます。

　社会不安がますます増大する中、今日、市民に対する自治体の最大の仕事は、医療福祉の

後退や崩壊を招かないということにあると感じております。現下の自治体にとって、医療福

祉のセーフティネットの保障は大変重要なものであり、そのために市民向けのメッセージ

を発し、同時に医療福祉の充実を具体化する必要があると考えています。まずは、先般、医療

問題特別委員会の中間報告を受けて、迅速に指定管理に移行する決断をされたことを評価

したいと思います。

　ただ、心配なのは、指定管理に移行するという事実だけが先行し、市民のためという根本

的な理念や目的が、医師、看護師などの医療職、さらには非医療職員にしっかりと伝わって

いないようで、今の状況を見ると、医師、看護師などの大量退職につながりかねないのでは

ないかという懸念を感じています。

　

次に、環境問題についてお伺いします。

　４～５年後に着手せざるを得ない新焼却工場計画のごみ焼却場の進め方について

次に、環境行政について質問します。

　これまで市長がかわるたびに改組分散化されてきた環境行政が、２年前の一般質問を受

けてこのほど一元化され、４月から環境部に自然・環境政策担当部長を配置し、自然環境政

策課を設けることは、会派として高く評価しているところであります。

（吉田市長編）

平成２１年　第３回定例会（　９月）09月 09日

　さて、我が会派は、分権時代を迎えた今日、地方自治体の議員キャビネットを標榜し、各

議員が専門分野を分担して政策の調査研究を行い、実現可能な施策を提言できる会派を目

指してまいりました。

市長はいっとき、我が会派に所属し、我が会派の掲げる理想を十分に理解をして、議会基

本条例の制定に向けて、議会と行政の関係の見直しや、議会の政策立案能力の向上などに、

積極的に活動を続けていくものと考えておりましたが、ことし３月に、我々とたもとを分か

ち、市長選挙に立候補されました。以前の市長の個人的な意見や考えを聞くにつけ、素質を

十分に評価し、将来を楽しみにしていた人間として、まだまだ我々とともにさまざまな経験

や研さんを積み重ねていく必要があると感じていましたので、市長選への出馬には否定的

な立場をとり、今日まで至っています。

　とはいうものの、民意の反映により、市長に当選されたという事実は受け入れざるを得ず
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今後は短期間とはいえ、同志として過ごした関係上、市長としての手腕や言動を、どの会派

よりも注意深く厳しい目で見詰めていかなければならないという責任を自覚し、あらゆる

機会を通じて率直な質問や疑問を投げかけていきたいと思います。

我が会派は、こうした姿勢を貫くことこそが本当の意味で市民のためであり、そして同時

に市長が市長たらんとする助力、助ける力になると確信していることを、まず申し上げたい

と思います。さて、私たちニューウィング横須賀は、虚飾や迎合を排し、政治や政策の本質を

とらえながら、常に何が市民のためなのかを追及していくことを活動の基本に据えている

ということは、市長も承知していると思います・・・

　まず、市長の唱える「悪しき官僚文化」への批判についてお聞きします。

　２つ目、不誠実な市役所の職員に対する評価。３つ目、横須賀から出ていった人々の原因

の短絡的な見解。この３つの疑問を感じています。

　・・・　次に、市長の社会観、人間観についてお聞きします。

　・・・　次に、財政危機に対する認識についてであります。

　私は、市議会に登壇以来、一貫して財政危機について訴え続けてまいりました。・・・今

後の財政運営については、さらに厳しい状況になるのは自明の理であるということを訴え

てきました。そのため、市長はみずからの政策に基づいて事業の優先順位を決め、財政上執

行ができない事業については、みずから断腸の思いで事業執行を停止しなければならない

状況に、今はきている、このように私は申し上げてきました。

・・・　次に、本市における在日米基地の存在と、安全保障問題について、市長の見識を

尋ねます。・・・基地関係の最後の質問として、基地と情報共有体制についてお伺いをいた

します。所信表明の中で、基地司令官と私は、就任以来数回面談し、既に率直に物を言える関

係とありますが、少し軽薄な表現ではないでしょうか。

－　吉田市長とのスタンス　－

吉田市長については、市長としての手腕や言動を、どの会派よりも注意深く厳しい目で見詰め

ていかなければならないという責任を自覚し、あらゆる機会を通じて率直な質問や疑問を投げか

けていきたいと考えている。

我が会派は、こうした姿勢を貫くことこそが本当の意味で市民のためであり、そして同時に市長

が市長たらんとする助力、助ける力になると確信している。

ニューウィング横須賀は、虚飾や迎合を排し、政治や政策の本質をとらえながら、常に何が市

民のためなのかを追及していくことを活動の基本に据えている。
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