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TEL/FAX；03-3247-8660 E-Mai；ikuma@gakushikai.jp
HP；http://homepage3.nifty.com/ikuma （←毎日更新しています！）

岩田いくま（生真）略歴：昭和46年（1971年）生。都立西高、東京大学卒。外資
系コンサルティング会社勤務を経て、平成15年5月より杉並区議会議員（区政
杉並クラブ所属。現在、幹事長）。平成１９年５月より２期目。
趣味：バレーボール（大学時代は母校で部活動のコーチを行う）、読書。
家族：妻、長男（５歳）、長女（２歳）、次男（０歳）。

杉並区議会議員(無所属)
Vol.２０（平成２０年夏号）

土日も区役所がオープンします土日も区役所がオープンします

区民サービスの充実に向けて、区役所本庁の土日開庁が９月から始まります。

岩田いくまの見解

９月から

＜扱う業務＞

住所異動や証明書発行等

区民相談

＜開庁時間＞

平日と同様（午前８時３０分～午後５時）

＜休業日＞

年末年始と祝日

*本庁の土日開庁に伴い、駅前事務所（荻窪・
西荻窪・高円寺・高井戸）の開設時間は下記

の通りとなります。

平日：午前８時３０分～午後７時

土曜：午前８時３０分～午後５時

日曜：休業

区役所がサービス業である以上、土日に開庁するのは当然です。

遅まきながら、あるべき姿に近づいたといえるでしょう。

今後は、取り扱う業務の充実等について、提案していきたいと思い

ます。

土曜議会の開

催に続き、選挙

公約が実現し

ました

１１月から

けやき路線（阿佐ヶ谷－浜田山）

さくら路線（浜田山－下高井戸）

に続き、１１月末から「久我山－西荻窪」路線が運行を開始します。

南北バスすぎ丸南北バスすぎ丸

「久我山－西荻窪」路線が始まります「久我山－西荻窪」路線が始まります

岩田いくまの見解

区内のバス交通に対する区民の皆様の要望は、数多くお聞きします。

高齢社会や環境問題への対応という面からも、公共交通のあり方を考える必要があり

ます。

今後は、「循環型バス」の導入可能性を、積極的に検討していきたいと思います。

１



視 察 報 告

阪神淡路大震災の被害総額（神戸市）は、約７兆円。

神戸市の震災関連事業費の累計（一般会計分）は、約２兆１千億円。

神戸市の年間予算（一般会計）は、約７千億円。

４月１０～１１日、有志議員で視察に行きました。

＜大阪市＞

ＩＣカードの活用について

＜神戸市＞

震災と財政の関係について

＜三重県＞

第４回全国自治体議会改革推進シンポジウム

視察報告書の全文は、岩田いくまの

ホームページに掲載しております。
自治体として対応できたのは、被害全体の３割

３年分の年間予算が復興・復旧経費として必要

震災から１３年を経た今も、神戸市は必死の行財政改革の努力にもかかわらず、財

政運営に大変苦労しています。（財政の硬直度を示す経常収支比率（支出に占める、

人件費等固定的費用の割合）は９６％と大変高くなっています）

財政面でも有事への備え（一定の貯金）を行っておくべきことを改めて実感しました。

議 会 改 革

杉並区議会では、平成１７年に「議会改革検討調査部会」を立ち上げ、議会活性化に取組んできました。

平成１７年度：費用弁償（議会出席時に支給されていた日額６千円の手当）の廃止

平成１８年度：政務調査費の①使途基準見直し②領収書提出の義務付け

平成１９年度：土曜議会の開催、本会議のインターネット録画放映

主な改革項目

改革を始めてから４年目に入り、議会内には“改革疲れ”を表明する議員も出てきまし
た。

しかし、傍聴規則や区議会会議規則の見直し、正副議長職や所属する委員会の任

期見直し（１年→複数年）、区長の諮問機関である各種審議会への議員参加の見直

し等、検討すべき課題はまだまだいくらでもあります。

また、全国の自治体議会では、議会のあり方を総括的に示した「議会基本条例」の制定も活発になっ

てきています。

これからも志を同じくする議員と連携し、「あるべき議会」の実現に向けて取組んでいきます。 ２



平成１９年度 政務調査費収支報告

平成１９年度の政務調査費収支報告の概要は下記の通りです。

支給額 1,920,000

支出額 2,055,005 主な用途

（内訳） 調査研究費 181,181 交通費、宿泊費

研修費 25,020 交通費、参加費

会議費 19,475 会場費、交通費

資料作成費 164,396 用紙等文具費、印刷費

資料購入費 198,031 書籍・新聞購入費

広報費 880,185 広報紙等郵送料

事務費 385,407 事務用品費、通信費

事務所費 201,310 賃借料、電気料

人件費 0

差し引き -135,005

３

各支出の明細と交通費記録簿（下記に３月分を例示しています）は、岩田いくまの

ホームページに掲載しております。

ご興味のある方は、ご覧ください。

年 月 日 摘　　　　　要 （科目）
整理
番号

受 払

前　葉　繰　越 1,920,000 2,006,049

20 3 5 固定電話料（２月）　to　NTT　*1/4 事務費 8 1,440

20 3 10 インターネット接続料（２月）　to　Nifty　*1/2 事務費 8 2,418

20 3 11 郵送代　to杉並郵便局 事務費 1 90

20 3 13 電気料（３月）　to東京電力　*1/10 事務所費 8 1,087

20 3 24 郵送代　to杉並郵便局 事務費 2 200

20 3 26 新聞代（３月）　to日本経済新聞 資料購入費 7 4,383

20 3 27
書籍代（『特別区職員ハンドブック２００７』）　to
三省堂

資料購入費 3 600

20 3 28 事務所費（３月）　to都築（ｵｰﾅｰ）　*1/10 事務所費 6 16,000

20 3 31 交通費（３月分） 調査研究費 4 6,190

20 3 31 交通費（３月分） 調査研究費 5 4,720

20 3 31 携帯電話料（３月）　toNTTドコモ　*1/2 事務費 9 5,019

20 3 31 会派コピー代（年間） 事務費 11 2,358

20 3 31 会派通信費（年間） 事務費 12 4,451

支出明細の例（３月分）

「整理番号」とは、対応する証憑類（領収書や通帳
のコピー）の番号です。

交通費記録簿の例（３月分その２）

主に報告書の郵送費です。

郵便番号毎にまとめて郵便局に持

ち込むことにより、割引料金を活用

しています。

議案審査や政策提言に必要な書籍

等の購入費です。

その一部は、メールマガジンでも

「書籍紹介」として取り上げています。

用紙や封筒は、卸問屋からまとめて

購入しています。

この報告書や封筒等の印刷は、簡易

印刷機を利用して自分で印刷してい

ます。

インターネット接続料等もここに含まれています。

ホームページは毎日更新していますので、是非

ご覧ください。

*ホームページは近々リニューアルする予定です。

資料作成費

資料購入費

事務費 広報費

28

31

18

21

25

27

富士見ヶ丘－吉祥寺－南阿佐ヶ谷（往路） 700
阿佐ヶ谷－吉祥寺－富士見ヶ丘（復路）

360

富士見ヶ丘－吉祥寺－南阿佐ヶ谷（往復） 860

富士見ヶ丘－新宿－南阿佐ヶ谷（片道）

富士見ヶ丘－吉祥寺－南阿佐ヶ谷（往路）
阿佐ヶ谷－吉祥寺－富士見ヶ丘（復路）

700

富士見ヶ丘－吉祥寺－南阿佐ヶ谷（片道） 430

富士見ヶ丘－吉祥寺－阿佐ヶ谷（片道）

17 富士見ヶ丘－吉祥寺－阿佐ヶ谷（往復） 540

日

14

経路（出発駅－到着駅）

860富士見ヶ丘－吉祥寺－南阿佐ヶ谷（往復）

交通費（円）

270

上記の他は、主に自転車で移動しています。

摘要欄の＊は、政務調査費
に計上した割合です。



所属委員会等が変わりました

５月２９日の臨時議会を機に、今年度の所属委員会

等が変更となりました。

総務財政委員会（昨年に続き４回目）

道路交通対策特別委員会（３回目。副委員長にな

りました）

議会運営委員会（昨年に続き２回目）

都市計画審議会委員（昨年に続き４回目）

土地開発公社評議員（２回目）

また、自治基本条例見直し検討会の委員にもなりま

した。

自治基本条例の見直し

「杉並区の憲法」と位置づけられる「杉並区自

治基本条例」に関して、見直し作業が本格化

しています。

区議会でも、「議会」の章（現在は、「区議会に

関する基本的事項」「区議会の情報の公開及

び提供」「区議会議員の責務」が条文化され

ています）を中心に検討する組織を立ち上げ

ました。

今後、区民意見提出手続きも行われますので、

皆様もご意見をお寄せください。

区政に関する
意見交換会
開催 （入場無料）

意見交換会の内容

“最近の杉並区議会の動き”

第３５回 ８月２７日（水） １９：００～２０：３０

久我山会館（久我山3-23-20） 第一・第二集会室
第３６回 ８月３０日（土） １４：００～１５：３０

高井戸地域区民センター（高井戸東3-7-5） 第四・第五集会室

ここ最近の区議会の動きや、私が感じていることをお話します。

“当面する区政の課題”

分野毎の中心的な区政の課題をご説明し、皆様と意見交換を行い

たいと思います。

ぜひご参加
ください。

＜キリトリ＞線 ＜キリトリ＞線

FAX：０３-３２４７-８６６０
E-Mail：ikuma@gakushikai.jp

区政や岩田いくまに対する質問・ご意

見・ご要望をおきかせください。

お名前：

ご住所：

TEL： FAX：

E-Mail：

質問・ご意見・ご要望：

岩田いくま 区政報告 Vol.２０（平成２０年夏号） 発行：岩田いくま 〒168-0082 杉並区久我山5-24-30-103 ４


