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星野市政後半１２年間の総括

期画運薑の鞠喫を
＜過去１０年間の一般会計市債の推移＞

３月予算議会の総務常任委員会で私は、星野市政後

半12年間の財政運営について質疑を行いました。

（くしくもこの12年間は、私が市議当選からの12年

間と同一です）。

当時（1996年）市の市債残高は過去最高の380億

175万円。その多くが1995年に完成した市庁舎など総

額455億円をかけた「核づくり事業」の借金でした。

左の表は、1997年～2007年までの10年間で座間市の

市債（借金）がどのように推移したのか示すもので

すが、建設債は、半減以上と大幅に減少しています。

つまり、この10年間大型公共工事は総合福祉センタ

ー建設を除き、ほとんどありませんでした。これは、

「豪華庁舎建設」など「核づくり事業」への批判に

対し、星野市長が強力に大型公共事業を抑制したも

のと言えるでしょうし、ムダな公共工事をなくし、

総額としても市債残高を減少させたことは評価に値

するものだと思います。

一方、「赤字債」は大幅に増加、07年度末残高で

は建設債残高を上回っています。本来地方自治体に

は「赤字債」の起債は認められていませんでした。

ところが小泉政権以降国は地方交付税を大幅に削減

し、地方交付税の代替措置として地方の「赤字債」

＝「臨時財政対策債」を容認したのを手始めに、団

塊世代の大量退職による退職金不足に対する「退職

債」、税収不足に対する「減収補てん債」と現状で

はかつての「財政規律」は完全に失われています。

座間市ではこの10年間こうした「赤字債」が急増し

ているのです。

露mH2B3E塵田

ここで問題となるのは、「後世への負担」となる

市債（借金）の考え方について。星野前市長は建設

債を抑制する一方、赤字債を増やしました。本来建

設債は、建物や道路等の公共施設を建設した場合に

利用するのが「後の世代」ということで、「負担の

公平性」として説明されてきました。ところが赤字

債は使途が特定されない一般財源ですから「現在の

世代」が「益」を享受し、負担は「後の世代」とい

うことになります。特に退職債など、なぜ退職する

職員の退職金を「後の世代」が負担しなければなら

ないのか、説明がつきません。それこそ論理が逆転

しています。

もちろんムダな公共事業は厳しく戒めなければな

りませんが、座間市の財政運営上、転換しなければ

ならないのは、赤字債を抑制し、（生活道路のバリ

アフリー化など）適切で必要な建設債の起債で財政

規律としっかりとした論理を回復させることです。
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1997年度末残高 2007年度末残高

建設債 321億１１５４万円 133億7865万円

赤字債 50億３５０９万円 148億１７７３万円

市債合計 371億4663万円 281億９６３８万円
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2006年度の介護保険法改訂で地域密着型サービスとして、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、

認知症対応型適所介護の３つのサービスが加えられました。（予防給付対応の同種サービスを含む)。これら

のサービスは、特に重度の方や認知症の方の在宅介護を支える役割で、市町村が日常生活圏域を設定しそれ

ぞれの圏域ごとに整備目標をたてなければならないことになっており、原則としてサービスの対象者は市町

村の住民に限られています。そのため､事業所の指定権者は市町村で､指導･監督責任も負っています。（通常、

介護保険事業所の指定は都道府県)。地方分権の観点からするならば、身近な市町村が事業所指定の権限を持

ち､地域の特性に応じた地域密着型サービスを提供することは､一般的には望ましいことです。しかし問題は、

それに対応できる市町村の実務的な能力や組織的体制が整っているのかどうかであり、今回の本市の事例は、

この問題が露呈した形となりました。

和解が成立、未払い給与等は全て後日支払われまし

た。交渉には、顧問税理士が同席、税理士の助言に

従って社長は「非を認めた」というのが実情で、労

働法令への理解はほとんどなく、経営者として資質

に欠けるというのが率直なところです。

ケアマネの給料は未払い。

でも介護報酬は受け取っていた。

事の発端は2009年１月、私のところに座間市内

の小規模多機能型居宅介護事業所「ふれんどりぃの

家」でケアマネジャーをしていた方から相談があり

ました。当事者からの聞き取りを進めていくと大き

く二つの問題があることが判明。－つは、給与・交

通費など未払いや離職手続きの遅延などの労働基準

法上の問題。もう一つは、「働いていないにもかか

わらずケアマネとして登録されているらしい」とい

う介護保険法上の問題。まず労基法上の問題では以

下のような点が明らかになりました。

１）正規職員として採用されたにもかかわらず、

雇用契約書は締結されておらず、給与等労働条

件が書面により明示されていない。

２）源泉徴収票、給与支払い明細書、手取り額の

いずれも数字が合わない。

３）前の月には、支給されていた「調整手当」「主

任手当」「扶養手当」が翌月には支給されてい

ない。

４）職務上参加した研修であるにもかかわらず、

給与も交通費も払われていない。

５）２００８年７月２１日付けで退職願を提出してい

るにもかかわらず、離職票を2009年１月まで

発行せず、適法な手続きを怠り、雇用保険受給

の権利を侵害した。

営利法人としてはきわめてずさんな労務管理・経

営実態であり、当該の社長も非を認め、２月９日に

介護報酬の搾取、指定基準違反
間われるコンブライアンス（法令順守）

｣」・＋

浮誕剛：

次に介護保険法上の問題について市の担当部課で

ある保健福祉部長寿介護課に対するヒアリングを重

ね、関係資料の提出を求めました。その結果明らか

になったことは、以下の点です。

注）「ふれんどりいの家」は06年９月関所。「ふれんどりぃの

郷」は08年１０月関所。共に有限会社「ふれんどりぃ」が運営。



おきなか明レバー

１）「ふれんどりぃの家」において少なくとも

７ヶ月間にわたってケアマネジヤー不在の時

期があるにもかかわらず、その間の介護報酬

を請求・受領している。

２）「ふれんどりぃの郷」のケアマネジャーは、

厚生労働省令で定められている研修を修了し

ておらず、指定基準違反にあたること。

３)2006年９月～2008年９月まで｢ふれんどりぃ

の家」の管理者並びに2008年１０月～の管理

者は、開所時に厚生労働省令で定められた研

修を修了しておらず、指定基準違反にあたる

こと。

４）「ふれんどりぃの郷」において、厚生労働省

令で設置が義務付けられている「運営推進会

議」が設置されておらず、指定基準違反にあ

たること。

５）市が行った実地指導（2008年１２月）に対し、

雇用契約書を偽造するなど虚偽の報告を行っ

ていること。

以上のうち、１～４については、市も認めている

ことですが（５は、「確認しようがない」と市は究

明を放棄している)、法令違反のオンパレードで、

事業者側のコンブライアンス（法令順守）が問われ

るところです。

1500万円の補助金支出の凍結を
求め、補正予算修正案を提出

２月～３月開催された座間市議会には、2008年度

補正予算として「ふれんどりぃの郷」への1500万

円の補助金支出が市側より提案されました。私たち

の会派＝民主・市民連合では、「こうした数々の法

令違反があり、また市側の手続きにも重大な誤りが

ある中で、補助金＝税金を支出するのは妥当ではな

い」として、補正予算案からこの事業所への補助金

額を削除した修正案を提出しました。

修正案の採決結果は､残念ながら賛成少数（賛成；

６反対：１７）で否決されましたが、私たち以外の

会派からも事業所側、市側への問題点の指摘が行わ

れており、そういった点では問題が議会内で共通認

識となったことは成果と言えるでしょう。

市は事業所への監査を行うべき
市民への説明責任を果たせ！

今回問題となった介護保険の地域密着型サービス

は、重度の方や認知症の方の在宅介護を支える上で

大きな役割を果たすサービスだと言えます。また厚

生労働省も特養老人ホームなどの施設給付が増加し

介護保険財政を圧迫する中、こうした「宿泊もでき

る在宅サービス」を推進する姿勢を強めており、今

後さらにサービスの増加が見込まれるものです。

今回、議会にはこの事業所に入所されている方々

の家族会から、「補助金を削除しないでほしい」と

いう要望書が提出されました。家族の方々が事業所

に対して大きな信頼を抱いていることは文面からも

よくわかります。しかし、その信頼の一方で、数々

の法令違反が見受けられるのは､残念でなりません。

だからこそ、法令違反･基準違反の現実と向き合い、

問題の所在と責任を明らかにする必要が、事業者側

にも市側にもあります。そのことを抜きにした補助

金の支出は、納税者、介護保険料を納めている市民

への説明責任を果たすことにはなりません。

特に市側は、極めてずさんな事務執行についての

責任と改善策を早急に示すべきです。それが不問に

されるということなら、今後市民からの申請で「座

間市は、申請期日が過ぎても、日付を変えてもらえ

るんでしよ」とか「法令違反しても見逃してもらえ

るんでしよ」と言われても市は反論できないはずで

す。今後の市の対応に注目です。

（2009年４月８日記）

ずさんな市の事務執行
文書の改ざん、開所後の事業所指定

一方、事業所の指定権者である市側の対応はどう

だったかと言えば、こちらもまたお粗末なかぎり。

私は、「ふれんどりぃの家」「ふれんどりぃの郷」の

｢地域密着型サービス事業者指定申請書」など関係

書類の情報公開請求を行いましたが、その結果明ら

かになったのは、申請書の日付の改ざんです。

２００８年１０月１日に開所した「ふれんどりぃの郷」

の指定申請書は、開所後の１０月１４日に市へ提出さ

れているにもかかわらず、担当職員が日付を「１０

月１日」に改ざんしたことを私の追及で市側は認め

たのです。さらに座間市長名で指定通知書を交付し

たのは、10月３１日でありながら指定年月日はやは

り「１０月１日」となっていたのです。さらに地域

密着型サービス事業所の指定は、「座間市地域密着

型サービス運営委員会」の承認が必要ですが、この

委員会が開かれたのは、なんと開所日当日の２００８

年１０月１日。要するに、全て「１０月１日開所」に

無理やり合わせて、市の「手続き」のつじつまあわ

せが行われたわけです。



部隊構成や任務についての話が中心でしたが、今回

は、映像を流しながら、強調されたのは、「災害救

援」。いかに災害救援に在日米軍が貢献できるかと

いうことの「宣伝」ですが、「いつから在日米軍は、

国際緊急援助隊になったのか！」と思ってしまいま

した。要は、いかに米軍が日本の国民にも、座間市

民にも、「災害時はお役にたちますよ」ということ

を強調する広報・宣伝の一貫ということでしょう。

「たくさんの戦闘要員が来るわけではありません」

「戦車やマシンガンがたくさんあるわけじゃありま

せん」、そして「災害時にはお役にたちますよ。座

間市とも協力しましょ！」という非常にわかりやす

い宣伝文句で、「戦闘司令部」という本質的な機能

を覆い隠そうとしているというのが印象です。それ

とも、アジア・太平洋地域の自然災害などに、「迅

速に対応する」「丸腰の援助隊」として汗を流そう

と言う「チェンジ」なら、私は賞賛を惜しみません。

米軍は国際救助隊に「チェンジ」 つ
●

格納庫内の米軍へリーブラックホーク(左側）と
展示された軍用トラック（右側）

２月12日座間市議会基地対策特別委員会は、キャン

プ座間、厚木基地などを視察。座間市が昨年夏に、

キャンプ座間への米第一軍団前方司令部の移転を実

質上容認する姿勢に転じてから、初めての市議会公

式訪問でしたが、私の率直な感想は、「変われば、

変わるものですね」というのが率直なところです。

前回は、司令官が出てきても簡単なあいさつと質

疑応答ぐらいでしたが、今回は司令官はワシントン

への出張で不在のため、副司令官でしたが、最初か

ら最後までつきっきり、大型モニターと端末が設置

された作戦指令センターから、司令官室、副司令官

室までご案内いただき、今までけっして入ることは

なかったヘリポート内の格納庫まで見学させてくれ

るサービス。さらに今までバスの中からもダメだっ

た写真撮影もＯＫ・指令センターの電光掲示板には、

「ようこそ、座間市議会議員」（もちろんイングリ

ィッシュで）の文字が輝いていました。

説明の内容も様変わり。これまでは在日米陸軍の

家庭用太陽光発電への補助

予算復活ならず

座間市は星野市長時代の2007年に家庭用太陽光発

電への補助金制度を廃止。私は廃止に反対し、復活

を求めてきました。国の補助制度は復活しましたが、

座間市は2009年度予算でも復活はなりませんでした。

（県下19市中17市が実施）神奈川県の補助制度は、

「市町村の補助制度への上乗せ」になっていますか

ら、補助制度のない座間市民は、県の制度も利用で

きません。早急に制度復活を行うべきです。

残念1干葉知事選。でもすごかったﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの力
残念ながら私も応援していた吉田たいら候補は当選を果たすことができませ

んでした。民主党小沢代表の秘密逮捕後の初の選挙で、全国的な注目を浴びた

選挙でしたが、その影響は確かにあったでしょう。しかし、当選した森田健作

氏が「自民党隠し」に終始する中、吉田候補は民主党をはじめ野党の政党推薦

を隠さず、「千葉の再生のためにも政権交代が必要」と訴えました。また、選

挙戦は毎日200人近いボランティアが参加、こうした市民の力こそが政権交代

を実現する力であることをあらためて実感しました。 ボランティアで満杯となった事務所

おき芯が夏事務所
振込先郵便振替00220-5-24018(おきなが明久を応援する会）

銀行振込横浜銀行座間支店普通1263428(おきなが明久）

事務所〒228-0021座間市緑ヶ丘4-20-5-102

teIO46-252-9741fax252-9743

eメールakihisaokinaga@niftycom
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