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～山田区長が 突如 辞任 ７・１１区長選実施へ～

一気に夏を感じる今日この頃ですが 皆様 いかがお過ごしでしょうか？
昨年 5 月 29 日に 3 期目での再登板という異例の形で 第 69 代杉並区議会議長
に就任しましたが、これは まさに「青天の霹靂」の思いでありました。しかし 重職
に就いたからには今 国民が政治家に一番求めているであろう「何になったのでは
なく 何をなしたか」の精神で その職に対する責任と誇りを持って 議長職を自分
なりに精一杯務めさせていただいてきました。
議会運営では 公正公平を旨としながらも 規律ある議会をモットーに 今期の
山田区政最大の懸案であった「減税基金条例」の審査では 2 月 28 日の日曜日に
集中審議を行うなど新しい試みも行いながら 大きな混乱もなく 審議を終結するこ
とができました。（結果は一部修正及び付帯決議を付けての可決成立）
また 河村名古屋市長の言動等もあり 今 改めて問いなわされている「議会の
あり方」については 様々な角度から議会改革を積極的に各議員に提案、推進し
別掲の通り 一定の成果を挙げることができました。
そんな中 さる 5 月 31 日の臨時区議会において 議長職を慣例により 交代を
致しました。在任中 様々なことがありましたが 大過なく 職を務められたのも 皆
様方のご支援とご協力の賜物と心より感謝申し上げる次第です。
さて 杉並区議会では 現在 議長職を１年で交代していますが 私はこれ自体

地域主権が叫ばれる今日 決して正しい方法であるとは思っていません。（地方自治
法上の任期は４年）

むしろ「自分たちの権威を自分たちで蔑む、愚かしい行為。」であ

るとも思っています。しかし その職に就いている者がそれを言い その職に留まる
ことは 無意味な誤解と反発を生じるものであり 決して正しい選択ではありません。
ですので 今般 あえて慣例に従って 辞職し その辞職挨拶の中で この点につ
いては しっかり述べさせていただきました。これについては 最終任期を迎えてい
る今議会の中で 正しい方向に向かうべく 活動して参ります。
議長という立場は は公正公平の原則と公務による時間的制約によって 議員
個人としての活動が相当制限されていた部分もありました。ですので 身軽になっ
た分 お約束した公約の推進・達成など 任期も僅かとなっている中で 全力を傾
けて参りますので 変わらぬ皆様方のご支援を宜しくお願い申し上げます。
さて ご承知の通り 山田宏区長が２５日に突如 辞職願を提出しました。
区政史上初の出来事の中で 私が議長として その書面を受け取りました。そして
５月３１日の臨時会で 辞任の同意が認められ 正式に辞任の運びとなりました。
そんな中で ６月５日から開催の第２回定例会は 区長不在の議会という異例の形
になります。（区長不在の間は副区長が職務代理者として代行）
また これにより ７月４日告示 １１日投票の日程（参院選と同日）で区長選挙と
区議会議員選挙の補欠選挙が行われることになります。
この７月１１日は 私たち杉並区民にとっては 新しい日本、新しい杉並の方向を
決める大切な１日となります。
結びに 議長在任中には温かいご指導、ご鞭撻をいただきましたことに御礼申し
上げるとともに 自分の個性を活かし 同じ思いを共有する区民の皆さんのパワー
を結集させる核になる。そんな思いで 心新たに 活動して参る 熱い決意に燃え
ておりますので 変わらぬ 皆様方の引き続きのご支援お願い申し上げます。
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議長在任中に実現した 議会改革
● 議員報酬に日割計算を導入
総選挙後 国会議員においても 問題視されたこの問題について 直後の第３回定例会ですぐ
にとり上げ 全議員の賛成により 可決成立。議会の役職の交代時や議員辞職時の議員報酬を
一般常識に照らして 日割計算を導入しました。
● 委員会へもインターネット中継の導入
現在は 本会議のみの中継ですが、今秋の決算特別委員会から 委員会にもインターネット中
継の導入が決定、皆様が自宅にいながら 議会が見られることに。
● 議会傍聴者のための託児サービスの導入
子育て世代も気軽に傍聴できる体制に整備をしました。（事前申し込み制）
● 時代遅れの傍聴規則を改正
用語などが時代遅れになっていた傍聴規則を改正しました。
● 議長交際費の議会ホームページ上での公開
既に昨１０月から公開しています。 議会 HP は http://www.gikai.city.suginami.tokyo.jp/
● 無駄で形式的な悪しき慣例を 次々廃止
前回の議長就任時と同様に 無駄なペーパーの廃止など 悪しき慣例を撤廃しました。
今回も形式的で無意味な慣例を 議長権限で 次々と廃止しています。
● 政務調査費検討会の常設化と第三者機関を設置
政務調査費について 様々な意見がある中 その透明性の向上のため 議会内の検討会を
常設化しました。また 一層の信頼性の確保の意味から 公平な立場の第三者機関を設置を
決定しました。
● 無軌道な議会活動を注意 規律ある議会運営に努める
議会の議論が活性化することは望ましいことですが それを拡大解釈、ルールを無視し 無
軌道な発言や行動をとる一部議員に対して 議長としてその職責として しっかり注意をし
規律ある大人の集団である議会運営に努めました。

今後の重点施策
まだまだ

来春に区議選も控え

残りの任期も僅かとなりましたが

やるべき施策、やりたい施策は数多くあります。ここでは過去３年の区政の歩

みを検証した中で

決して夢物語でない

コミュニティー都市 すぎなみ
交通利便都市 すぎなみ
健康はつらつ都市

地域通貨導入による

在宅医療の充実に向けた

スポーツ振興都市

潜在的待機児の調査。保育施策の一層の拡充。

善福寺川の河川改修・合流改善工事の実施。

すぎなみ

教育総合都市 すぎなみ

総合グランドの開設。区立体育館の地域運営化構想。

就学前～義務教育まで

真に公平公正な都市 すぎなみ
行革先進都市・財政規律都市
議会改革都市 すぎなみ

保健所の抜本的改革。

検診と予防施策の充実。がん難民を救う体制強化。

子供にやさしい都市 すぎなみ
安心安全都市 すぎなみ

コミュニティーの再生と創造。

私のライフワーク！100 円小型バスを区内各所に。

すぎなみ

がん対策都市 すぎなみ

より具体的な施策を列挙させていただきました。

総合的な教育プランの構築。

生活保護施策の適正化。地籍調査事業の推進。
すぎなみ

行革の一層の進展。行革のクオリティーＵＰ

議会基本条例の制定。

杉並の政策力！「未来に誇れる杉並づくり」宣言
昭和 42 年 6 月 10 日 大阪生まれ 大阪教育大学教育学部附属池田小、同中、府立桜塚高校、
早大へ。在学中より石原伸晃代議士の秘書となる。平成 8 年より公設秘書。11 年 杉並区議会
議員初当選。15 年 2 期目当選。19 年 3 期目当選。（第 4 位 4811 票） この間 第 65 代杉並区
議会議長、議会運営委員会委員長 2 回、医療問題特別委員会委員長、予算特別委員長、区議
団幹事長 3 回 等を歴任。先般 異例の再登板で 第 69 代杉並区議会議長を務める。現在は
自由民主党杉並総支部事務局長等を務める。
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←今日のひとこと 毎日更新中！

