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あるが精一
　日野市議

河内久男元副市長疑惑問題２頁から掲載河内久男元副市長疑惑問題２頁から掲載

新型コロナ第2波襲来

PCR検査の大幅拡充　日野市に保健所の復活を！
米・ニューヨーク州、世田谷に続け！　

　新型コロナウイルス感染症の第2波は秋冬どころか真夏に襲来しました。右上グラフ(８月７日までのデ

ータ)からも明らかなように第２波は第１波より大規模です。感染経路不明者数の倍増は市中感染の広

がりを示唆しています。日野市においても早急な対策が求められています。

　　感染症対策の原則は検査と隔離の徹底です。

隣国地域(台湾・韓国・中国など)の先進例、感染

爆発で多大な犠牲を払った米・ニューヨーク州の

取組みもこのことを物語っています。　アベノマスク

やGOTOトラベルなどの施策はすでに多くの市民

介護や保育、医療関係者ら社会機能の維持に必

要な職業従事者らを定期的に検査していくことや

自動検査機器の導入とプール方式により検査数

拡大と効率化をめざすとしています。

　　日野市でも医師会のPCR検査や市立病院の

機器購入（左写真）・体制構築は評価できますが、

感染拡大に十分応えられる状況ではありません。 

　 改めて日野市に対してPCR検査拡充と市内感

染状況・感染経路等の情報開示を強く求めます。　

　日野市政も米・ニューヨーク州や世田谷区にぜひ

続いてほしいと思います。　

　　また公衆衛生の拠点となる保健所の復活は日

野市にも必要です。市民の声と行動を広げ、国や

都を動かしていきましょう。

の信頼を失っているのが

現実ではないでしょうか。

　 世田谷区の保坂区長は

国や都の指示待ちではな

く、米・ニューヨーク州が行

っている"いつでも どこで

も　何度でも"受けられる

PCR検査を目標に「世田

谷モデル」を発表しました。

市立病院の検査機器
　フィルムアレイ
 現在は１段2セット
 (６段まで増設可)
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　 １億円超のカネを区画整理組合に返還

河内久男元副市長問題究明の現状
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 １億円超のカネを区画整理組合に返還

河内久男元副市長問題究明の現状

　　　   河内氏は市の返還請求を拒否

　６月２日、河内氏をはじめ組合幹部関係者は総

額約１億５７４万円を区画整理組合に返還しまし

た。内訳は特別損失補償金が61,740,000円、互

助会経費が44,002,494円です。双方合わせた

個人の返還額で1000万円を超えたのは二人。一

人は河内氏で2922万円。もう一人が日野市企業

公社（※）職員で約１８36万円でした。返還された

お金は、組合員の財産を横領したとも取られかね

ない不正行為によるものです。同時に元副市長や

公社職員が最も深く関係していたことは市政にと

っても深刻な問題と言わざるを得ません。

　※ 日野市企業公社は日野市の100％出資会社

　　一方、河内氏は病院勤務しながら、5年半にわ

たり連日中抜けし、区画整理組合に通っていまし

た。病院・組合の双方から給与（報酬）を得ていた

ことに関して日野市から約2409万円の給与の返

還と、中抜け行為が停職6カ月相当に当たるとして

330万円の自主返還を求められました。しかし河

内氏は「一方的な請求で、納得できない。返還の

必要はないと考える」と開き直り、２つの返還請求

を拒否しています。

　　ところが、この問題で新たな事実が明らかになり

ました。無いとされてきた区画整理組合の河内氏の

　　前号では、とりわけ以下のことについてご報告いたしました。

　　河内久男元副市長は日野市立病院において院長相談役（臨時職員）をしていた際、勤務を中抜けし

たにも関わらず、その時間の給与を得いたいこと。通常給与と別に日額給なる手当を月50～60万円支

給されたいたこと。川辺堀之内土地区画整理組合において、河内氏らは税金の穴埋めとして特別損失補

償金なるものも得ていたこと。区画整理組合の会計から互助会経費を捻出し流用していたこと。

　　今年６月以降に上記の問題で新たな進展がありましたので説明します。

　　また、住民監査請求と裁判、あるが議員の議会一般質問についても絡めて報告します。

出勤簿が出てきました。病院勤務と組合勤務の

重複を改めて計算したところ、約3336万円

（2409万円に約930万円追加）が返還相当分と

なりました。

　また、河内氏は臨時職員として公共交通機

関の通勤代を得ていましたが、実は違法な形

で病院に駐車場を確保し、自家用車で通勤し

ていたことも発覚したのです（これは昨年12

月議会であるが議員が河内氏の違法駐車を暴

いたことと関係しています）。車通勤と公共

交通機関通勤の差額として約190万円が返還相

当とされました。

　これらを踏まえ、日野市は7月29日に再度河内

氏に3336万円、190万円それぞれの返還請求を

しました。返還請求しているお金も元はと言えば市

民の税金です。不正行為が証拠をもって厳しく断

罪されているにも関わらず、河内氏が返還を拒否

し続けることは、悪質な背信行為です。

　また日野市は河内氏の中抜け行為は停職６カ

月相当としましたが、明らかに懲戒免職事例で

あり、あまりに軽すぎる処分相当ではないでしょう

か？330万円要求などは大甘の請求と言わざるを

得ません。日野市が取っている河内氏への対応に

市民からきびしい批判が出されています。

　市民36名が3月30日に行った住民監査請求に

ついての報告が5月27日に出されました。日額給

総額2、316万円（１日６万円×386日分！）は違法

性が高い」と指摘するとともに日野市の河内氏へ

の返還請求を引き続き行うように求めました。

　　そもそも給与と別個に日額給６万円（次ページへ）

　　　   日野市 河内氏に改めて返還請求！

　　　   監査委員会 「日額給は違法性高い」と指摘報告



　　　   日野市 河内氏に改めて返還請求！

　　　   監査委員会 「日額給は違法性高い」と指摘報告
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が支払われていたことを市は隠してきました。監査

請求に対して請求人（市民３６名）と被請求人（日

野市）双方に陳述の場が４月２６日に与えられま

した。この場で日野市側は、日額給を説明す

る書類１枚すらも存在しないと自ら認めなが

ら、市と雇用関係にあった河内氏に支払った

明細書や振込証拠があるのだから問題ないと

強弁しました。そればかりか、昨年も同様の

監査請求（請求人はあるが・奥野両市議）を

したのに再度監査請求をするのは「権利の乱

用だ」と主張するなど、疑惑究明を求める市

民を敵視する発言までしたことは、許される

ことではありません。

　日野市は昨年の監査の際にも日額給のデー

タも含め、監査委員には資料を渡したと公言し

 あるが一般質問「市長！あなたは反省しているのですか？」

ました。つまり市側は当然日額給について知ってい

ましたが、この事実を議会には隠していたことを自

ら暴露してしまったのです。昨年３月議会で、ある

が・奥野の両議員による動議を巡る討論の際に市

側は通常の給与額（５５万円）を明かすだけでごま

かそうとしたのです。

　

　 監査委員もその責任は免れません。今回の監査

で、日額給は違法性が高いと指摘しましたが、実は

昨年監査で日額給データは監査委員に示したと

市は述べたのです。何故、昨年監査で違法性を指

摘せずに、今回指摘したのか。「ちゃんと監査してる

のか！」と市民から言われて当然です。

　（当時の監査委員は石田等氏と市議の馬場賢司氏）

　　　　   監査委員の怠慢は明らか

  市議会議長に提出したあるが議員の一般質問

タイトルに上記の言葉が入りました。この間

の市側の対応が、あまりに杜撰（ずさん）で

あったからです。

　大坪市長は、６月４日議会で一旦は、「河

内氏への日額給支払いは違法だった」と認め

る答弁を自らしておきながら、8日のあるが質

問が始まる直前に「4日の市長答弁を撤回、

日額給は問題なしとする」との市長見解が議

会に出されたのです。ドタバタで答弁をひっ

くり返すなど許されるものではありません。

「市長の自己保身、責任棚上げのために答弁

したり、裁判に受けて立つのはやめてくださ

い」との市民の批判に真摯に答えるべきです。

　一般質問への答弁で、元副市長問題につい

て市長は「あるが議員が議会で問題にして、

議会と裁判を通じ両面から日野市政を正す

　

だんだん問題の実態が明らかになり表に出た

ということがあります」と答弁しています。

 あるが議員は2年越しで一般質問を取り組ん

できました。河内氏の過去の市政運営に対す

る市民の皆さんの強烈な不満、市立病院職場

におけるハラスメント被害者からの止むに止

まれぬ訴えが背景にありました。だから追及

を続けて来たのです。市が正直にデータを公

開し、問題に向き合えば、迅速に解決に向か

ったに違いありません。事実を隠し続けたた

めに、住民監査請求・行政訴訟に万止むを得

ず訴えざるを得なかったのが実情です。

 偽惑究明に向けた一番大きな力は市民の皆様

の市政への監視・注目です。

　日野市に対する裁判も10月6日(火)午前

11:30から東京地裁803号で予定されいます。

今後ともよろしくお願いいたします。

『生活支援・ひの』は生活保護申請の付き添い（同行）支援や生活困窮者へのパ

ン配布ボランティア活動をしています。パン配布は現在３件程の空きがあります。配布は月２回（第１・第３金

曜日）行っています。ご相談・ご要望あれば、あるが議員が取り次ぎます。（連絡先：070－6965-1435）

一人で悩まず、相談を！  健康・生活の安心を！　

　 生活上での困りごと。失業して家賃が払えない。食料買うお金がなくなりつつある……。こんなとき、一人

で悩まず相談を！セーフティーネットコールセンターが相談に応じてくれます。電話：042-５１４-８５７４
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ごみ焼却炉から、高濃度水銀が放出!!
 ４月から本格稼働したばかりの浅川清流環境組

合の可燃ごみ処理施設の排ガスから、６月17日、

７月18日の２回、公害防止基準値の３～４倍の高

濃度水銀が一時的に放出されました。私は500m

区域内の住民です。高温で気化した水銀は重く、

周辺500m区域辺りに落下の可能性があるようで

す。一時的なので心配ないとの事ですが、大気中

に放出された水銀の行方や土壌・川への堆積が、

徐々に健康に影響しないか心配です。３市は住民無視で稼働前の「公害防止協定」締結も検討せず、稼

働を強行しました。水銀混入等や旧施設の解体等の焼却場問題は、市民と行政の信頼関係なしには解

決できません。３市は地域住民を分断・利用するのではなく真摯に住民・市民に向き合うべきです。市議

会も、実情をきちんと把握すべきです。                                                             　笠間ゆき子（新井）
　　　　　

アスベスト被害から市民の健康と生活を守るために
 ＪＲ豊田駅北口のロータリー前ビル解体工事がこ

の春から行われています。解体工事に伴うアスベス

ト（石綿）飛散の懸念について住民の方から相談

があり、６月議会であるが議員が一般質問しました。

　　この工事の解体業者は、アスベスト関連で今回

は役所への届出義務はないと言っていましたが、来

春には規制基準強化の法改正が行われ、今回同

様の工事は以降、届出が義務化されます。

　　　アスベスト被害の専門家からは規制基準強化でも未だ不十分との声もあります。今後、アスベストを使

用した建物(民家を含む)の解体工事が増加します。アスベストは中脾腫や肺がん等の発生の原因となっ

ています。解体時のアスベスト被害を防ぐため、行政に対する監視の働きかけ、解体工事の際の住民説明

会を業者に行わせる取り組み等を進めていきます。

お詫び
　　６月議会あるが一般質問「新型コロナ感染症対策の課題を踏まえ、今後自治体の

果たすべき役割を問う」の発言の際に極めて不適切な説明があったことをお詫びし

ます。ごみ処理広域化に伴う周辺環境整備費を用いて南平体育館の建て替えや石田

地区公共施設建設を日野市は進めようとしていますが、建設合意に至るプロセスに住民・市民が民主的

に議論に参加できていない状況があるということに言及せず、建設反対の意見を表明したことは問題が

あったと思います。住民合意がないまま進んでいるごみ処理広域化ならびに周辺環境整備費が民主的

なプロセスを経て決められていないことについて、今後も住民の皆様と問題追及を進めてまいります。　　

あとがき
　　新型コロナウイルス感染拡大の第２波の只中。感染防止対策の徹底はもちろん

ですが、今後予想される経済大不況に備え、市民生活といのちを守る自治体の取

組みが重要さを増してきます。弱肉強食の新自由主義から市民がお互いを支えあう連帯の社会を築いて

いく時代になるのではないでしょうか。議会のあり方も問われます。社会的・経済的困窮に向き合い行動

できる議会・市政へ。あるが議員ならびにめざす会も皆様と共に頑張ります。
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地区公共施設建設地区公共施設建設を日野市は進めようとしていますが、建設合意に至るプロセスに住民・市民が民主的を日野市は進めようとしていますが、建設合意に至るプロセスに住民・市民が民主的を日野市は進めようとしていますが、建設合意に至るプロセスに住民・市民が民主的を日野市は進めようとしていますが、建設合意に至るプロセスに住民・市民が民主的

に議論に参加できていない状況があるということに言及せず、建設反対の意見を表明したことは問題がに議論に参加できていない状況があるということに言及せず、建設反対の意見を表明したことは問題が

あったと思います。住民合意がないまま進んでいるごみ処理広域化ならびに周辺環境整備費が民主的あったと思います。住民合意がないまま進んでいるごみ処理広域化ならびに周辺環境整備費が民主的

なプロセスを経て決められていないことについて、今後も住民の皆様と問題追及を進めてまいります。　　なプロセスを経て決められていないことについて、今後も住民の皆様と問題追及を進めてまいります。　　

あとがき
新型コロナウイルス感染拡大の第２波の只中。感染防止対策の徹底はもちろん　　新型コロナウイルス感染拡大の第２波の只中。感染防止対策の徹底はもちろん

ですが、今後予想される経済大不況に備え、市民生活といのちを守る自治体の取

組みが重要さを増してきます。組みが重要さを増してきます。組みが重要さを増してきます。弱肉強食の新自由主義から市民がお互いを支えあう連帯の社会を築いて弱肉強食の新自由主義から市民がお互いを支えあう連帯の社会を築いて

いく時代になるのではないでしょうか。議会のあり方も問われます。社会的・経済的困窮に向き合い行動いく時代になるのではないでしょうか。議会のあり方も問われます。社会的・経済的困窮に向き合い行動

できる議会・市政へ。あるが議員ならびにめざす会も皆様と共に頑張ります。できる議会・市政へ。あるが議員ならびにめざす会も皆様と共に頑張ります。

本格稼働を始めた新可燃ごみ処理施設

左側の覆われた建物が解体工事中のビル


