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市民が主人公

本年を日野市政を変える年に

（無所属市民派　議会報告）

 　本年もよろしく
　 　   お願いします

　　

河内元副市長問題　大坪市政では疑惑究明は無理（２頁から）

新型コロナ対策に全力を！

　

   緊急事態宣言が３月７日まで延長となりました。

感染症対策の基本は検査と隔離の徹底です。台湾

やニュージーランドの先進例をみれば明らかです。

国や都は昨夏の第２波の際に十分学習する機会が

あったはずです。ＰＣＲ検査拡充や医療体制・隔離

施設の準備などを怠ったことが今回の医療崩壊と

もいえる事態を招いたのです。

　  市内では感染者数等の発表だけで感染実態が

伝わらないとの批判がありますが、未だに改善があ

りません。南多摩保健所は都の管轄。小池都政の機

  ＰＣＲ検査拡充・感染実態の公開を！ 自治体としての責任を果たせ
能不全と言わざるを得ません。ただ国や都の体たら

くを批判するだけでは前に進みません。

　世田谷区（社会的検査・随時検査）や広島県（広

島市を中心とした80万人県民検査方針）の取り組

みなど国の政策を動かし始めています。日野市も他

人事ではないでしょう。市民からＰＣＲ検査拡充の要

請を受けても、お金がないとか理屈をつけ検査をし

ない言い訳をしているようでは市民の命は守れませ

ん。先進例に学び日野市としてのPCR検査拡充など

方針を打ち出す必要があります。

 　　 元副市長問題の不正を正し　市民が主人公の市政へ
　  昨年は元副市長問題が新聞やテレビでも取り上

げられました。市政に巣食う構造的な腐敗を正して

いかなければなりません。　

　　さらに財政非常事宣言がされましたが、建設事業

費などに過大な出費した結果であり、市政運営の計

画を欠いた失敗によるものです。８年にわたる大坪市

政を検証し、新たな日野市政を展望するときではない

でしょうか。市民が主人公の市政に向け頑張ります。
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　　河内久男氏・堀之内和信氏の2名の元副市長等

が日野市立病院や川辺堀之内土地区画整理組合

（以下組合）事業において法令違反を重ね市民の

税金や組合会計を私物化した事実が明らかになっ

てきました。元副市長二人の行為がなぜ問題にされ

なかったのか。そこに大きな問題があります。大坪市

長も含め市職員の中に権力乱用や不正行為に対し

て見て見ぬふりをし隠そうとする体質が作られてい

ました。市政の構造的な腐敗が続いているのです。

　 　 　
　　　
　 河内氏の不正行為は2019年6月議会で有賀議

員が一般質問で明らかにしました。それに先立つこ

と４年も前から有賀議員は河内氏の病院での給与

を質問していましたが、病院職員は予算・決算委員

会で４度にわたり虚偽答弁を繰り返しました。おまけ

に有賀議員の質問と符合するかのように河内氏へ

の日額給６万円（契約給与と別の闇給与）支給が

ストップし、今度は２年間も連続して月１００時間残

業が続いていました。　

　　病院に限らず、河内氏の関わった案件の質問に虚

偽答弁が繰り返されていた疑いも持たれています。
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　　　虚偽がまかり通る市側答弁
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元副市長2名が主導した不正
　　　　　　 背景に市政の構造的腐敗  昨年９月議会で、日額給６万円問題について市長

の虚偽答弁が明らかになりました。２年前の4月に

知っていたにもかかわらず、昨年２月と応えていた

のです。市長は追及されなければ素知らぬ顔でや

り過ごし、追及されても虚偽がばれなければ、だま

しだまし応対するという姿勢でした。 市政を改めな

ければと奮闘している職員もいる一方で市長の対

応は本当に残念でなりません。

　　さらに今、河内氏の関与が疑われている高幡保

育園の廃園に伴う民営化新保育園建設に、市長も

当時まちづくり部長として関わっていたことが文書

から判明しています。ごかましを繰り返し、嘘をつく

のはもうやめるべきです。元副市長問題に関する事

実究明を大坪市長に託すことはもう無理だと判断

する時が来ました。

 これまで明らかになった元副市長問題の不正内容
　兼業禁止の原則を破り職場中抜け　　
　　　　　　  職場は見て見ぬふり

  公務員は、地方公務員法によって臨時職であって

も兼業は禁止されています。あろうことか河内氏に

川辺堀之内土地区画整理組合の理事長相談役を

要請したのは日野市企業公社社長の堀之内和信

氏（大坪市政１期目副市長）です。堀之内氏は市

役所職員時代の河内氏の腹心の部下です。河内

氏・堀之内氏が公務員の兼業禁止を知らないはず

はありません。

  河内氏が連日のごとく病院職場を中抜けしてい

たことも病院関係者は知っていたのでしょう。河内

氏が自家用車で出勤しながら、交通機関の定期

代を請求するという不正を働いていましたが、職員

も気づいていたに違いありません。

　このことも2019年12月議会で有賀議員が

明らかにした河内氏の市立病院駐車場問題が

発端となっています。病院地下２階駐車場は医

師専用の駐車場であるにもかかわらず、河内氏

が自家用車の駐車スペースとして確保していた

ことを突き止めました。駐車目的は区画整理組

合事務所に通うためだと追及したのです。市側

は当初、駐車料金の5000円を河内氏が払っ

ているから問題ないと開き直っていましたが、第

３者委員会報告後は有賀議員に謝罪しました。

　　新たに出てくる疑惑に対して即座に資料を出すの

ではなく、不正を隠そうとする市の自己保身的な対

応があったことで疑惑解明が遅れたことも事実で

す。病院内でも疑惑を正そうとする職員の奮闘はあ

るものの、まだまだ、疑惑究明に向けては道半ばの

状況が続いてるのです。　　　　　　　　　　　次ページへ

　　　大坪市長自らが虚偽答弁を繰り返す

 国政も市政も虚偽答弁はダメ
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  市からは4億１１００万円の助成金

  税金と組合会計の私物化を元副市長が主導
　河内氏は日野市立病院の臨時職員であるにもかかわらず、川辺堀之内土地区画整理組合（以下組合）

の理事長相談役になりました。組合の総会議事録を読めば、誰がこの区画整理事業を仕切っていたかは一目

瞭然です。第三者委員会をはじめとする報告も河内氏が組合を牛耳り、ありとあらゆるこを決め、指図していた

ことを明らかにしています。この事業は河内久男氏を中心に堀之内和信氏、公社職員（公社は日野市100％出

資会社、市職員ＯＢが多数）によって進められました。以下に説明する不正の数々は河内氏等が首謀したこと

です。助役・副市長を務めた者は公務員としての役割を率先して果たす立場のはずです。元副市長らが組合会

計を私物化する行為は前代未聞であり、断じて許されないことです。

　工事にうごめく利権と談合疑惑

　河内氏は組合から総額約2億1500万円の報酬

を得ましたが約1億83２４万円は理事会の承認を

得ていません。河内氏が勝手に理事・幹事協議会（

区画整理法で認められていない機関）なる場を作

り報酬を決めていました。初めから証拠隠滅を図る

ために理事・幹事協議会なるものをつくり理事会を

通さなかったのです。河内氏はじめ役員や職員の

報酬を通常の報酬とは別個に決め、組合会計から

不正に支出させていました。河内氏の報酬が総理

大臣の報酬を上回る約4400万円の年もありました。

　　河内氏は高額報酬を得たことによる税負担を嫌

悪し、悪事を働きました。それが特別損失補償金で

す。区画整理法では、建物や工作物等を移転・除

去した場合、その所有者に施行者が生じた損失を

算定し支払うことを損失補償として定めています。

河内氏は架空の損出を作り、組合会計から補償金
を引き出しました。さらに損出補償を裏付ける公共

用資産の買取証明書を虚偽作成し税務署に提出。

課税の軽減まで受けていました。買取証明書は全

部で51通。河内氏は組合員でもないのに偽造証

明書８通を使い2730万円を懐に入れていました。

河内氏以外も含め総額は6147万円にのぼります。

  河内氏は互助会なるものをつくり組合会計から毎

月助成金として100万円を引き出しました。総額は

約4400万円。1427万円はデパート商品券購入に

充てられました。残りは貯蓄に回りました。商品券は理

事者や事務職員ら仲間内に配られましたが、不正行

　架空の損失を捏造・文書偽造行為に及ぶ　
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違法な高額報酬 １億8３２６万円
　　　理事会も通さずに河内氏が決めた

 前代未聞 

為への口封じとして河内氏がよく使う常套手段だった

との指摘もされています。デパートからの割戻が河内

氏の懐に入った疑いも持たれています。

　　上記の特別損失補償金と互助会助成金に関して

は、東京都と日野市の指導で、約１億500万円が組

合会計に返還されました。しかし、お金を返せば済む

話ではありません。悪質な犯罪行為です。

　　　

　　　

　　区画整理の工事を巡って新たな疑惑も浮上してい

ます。　入札について20回のうち15回にもわたり市内

の大手2社が交互に落札を繰り返していました。組合

関係者等から予定価格が漏れ、かつ背後に談合組

織が絡み、落札そのものが操作されていたのではな

いかとの疑いも持たれています。

　 

　日野市は川辺堀之内土地区画整理組合には4億

1100万円を助成しています。不正な金額は助成金

額をも上回るのではないかと言われています。助成金

は市民の税金です。助成金が必要であったのか日野

市は検証し市民に報告する責任があります。
組合会計を私物化し商品券配布や貯蓄　 元副市長河内久男氏問題で日野市を訴えた

      市民原告３５名の闘いにご注目を！
区画整理関連：４月１５ 日午前１１時０0分 東京地裁 ７０３号
市立病院関連：４月２０ 日午前１１時１０分　東京地裁 ８０３号

日野市、川辺堀之内土地区画整理組合もそれぞれ河内日野市、川辺堀之内土地区画整理組合もそれぞれ河内
氏を相手取り給与等返還訴訟を行っています。市民が日野
市を訴えた闘いが正しかったことを示すものです。
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議員報酬の削減と政務活動費の見直しを！
コロナ禍  期末手当の削減 要請に返事すらなし 

   議員報酬の削減と政務活動費見直しを訴えてい
ます。議員7年目12月時点で、これまで議員報酬
の供託と返納した政務活動費のそれぞれの総額は
左の通りです。
　昨年12月期末手当について削減の呼びかけを
しましたが、議会多数派の会派からは返答すらあり

ませんでした。コロナ禍で厳しい状況にある市民生

活に寄り添う議会を強く望みます。

 

 

２月２８日上映会
 時間：１回目10:00　２回目14:00
 場所： 日野市勤労・青年会館

前売り800円 高校生以下500円 当日200円増

　　　　　　　　連絡先

　　　　　　ちむぐりさ上映実行委員会　：　090-9142-6180　立山
　　　      　あしびなー実行委員会  ：   090-6535-0913   上地
　　　
　　　　　お早めにご予約を　　　　マスク着用でご来場ください

　　　　　　　　　　一人の少女が能登半島から沖縄の学校に。

　　少女が紡いだ沖縄の「明るさ」の向こう側にあるもの

 公害防止協定もないまま　3回目 高濃度水銀放出　

  東京地裁   日野市を断罪    都市計画変更のない北川原公園通行路設置は違法‼
　　２０２０年１１月１２日、東京地方裁判所は‟ごみ搬入路裁判”で、原告・住民側の訴えを全面的に認める

判決を下しました。清水裁判長は、都市計画を変更しないまま、ごみ収集車の搬入路を北川原公園内に設

置することは違法と厳しく批判しました。議会においても搬入路設置は違法だと再三指摘してきしてきました

が、大坪市長は開き直り答弁を繰り返していました。法令を遵守し市政を運営するという基本を怠った結果

が今回の判決です。詭弁を重ねて自らの行為を正当化する態度は改めるべきです。12月議会で上告の弁

護士費用660万円が審査されましたが自民・公明・チームひの3会派等が賛成しました。控訴理由すらまと

もに説明できない大坪市政。これをかばう議会多数派。双方の責任が問われています。

3市共同の可燃処理施設

　　2020年4月から本格稼働を始めた3市（日野・国分寺・小

金井）共同の可燃処理施設で1月31日に高濃度水銀放出

がありました。これで3回目です。時間平均の検出ピーク値は

今回が最高の171μｇ/ｍ³Nとなりました。公害防止協定のな

いまま、水銀放出が続いてます。住民との話し合いや説明会を

尊重し、納得のいく公害防止協定が締結されることを強く求

めます。

供託：2013万3854円（議員報酬）

返納：  378万円（政務活動費）

  日野市政を変えるチャンス　　日野市長選挙　４月１１日告示１８日投開票


