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まちづくり100年の計の一大事！まちづくり100年の計の一大事！
―国分寺駅再開発事業　まちづくりの理念、商業振興、財政問題はクリアされるか―

討議資料

昨年の市長選時と異なる施設計画は公約違反？改めて市民に信を問うべき問題だ！

皆川りうこ

市長の答弁

　7月中旬に再検討案を示すこととなったが、市の最終
決定と責任者は市長において他にはない。答弁におい
ても「暫定予算を出さざるを得なかった」など「…せざ
るを得なかった」と受身の姿勢の発言を繰り返す市長に
対して、市長の決断であることを自覚し責任ある対応を
と求めた。

6月15日 国分寺駅周辺整備特別委員会での発言から6月15日 国分寺駅周辺整備特別委員会での発言から
市長のリーダーシップが問われる！市長のリーダーシップが問われる！

議会報告 2010年7月発行

西街区について都市計画変更を行う際に商業振
興などの新たな観点に配慮するとしたが、その際の財政に
ついてはどう考えるか？市長はいつ指示を出すのか？

適切なときに適切な指示を出したい。 選挙管理委員会の答弁 指摘はごもっとも。今後対応に気をつける。

総務部長の答弁 部署にもよるが、そのような態勢にしているつもりだ。

総合相談の窓口機能として総合相談の窓口機能として

皆川りうこ

予算特別委員会では ※一部抜粋

（二面に続く）

昨年の都議選における第12投票所（第2中学校）の
管理面で、投票所に行くためのルートについて近隣への
連絡が遅かったのではないか。事前に問題の把握をしてい
るはず今後気をつけるように。夏に予定されている選挙に
向け投票所の確認など事前準備をしっかり行うように。

皆川りうこ

一般質問より ※一部抜粋

市内各所、各部署に配属されている退職OBの経験と実
績を生かすためにも市民が気軽に相談できる役割を担ってほしい。

①事業計画決定時点の再開発事業のイメージ図。
商業ビル中心を見直し決定するも、未だに変更
案が定まらず。現在まで迷走が続く。②再開発
事業地内、閉鎖された自転車駐輪場。

③緊急車両の進入が困難な国分寺駅周辺の道路。

②②

①①

③③

※なお、22年度の本予算は5月までの暫定予算をさらに延長し、9月までと
　なりました。

　4月26日の臨時議会で、市はこれまでの計画（①の写真低い建物部分）から「高層住宅」導入の変更案を示しました。

これにより、事業成立のための保留床の処分は可能になるものの、事業目的の商業振興、賑わい、地域活性化などの視

点がないことに議会から多くの指摘、批判が続出しました。

　これに対して市長は「商業振興、財政負担等に配慮し

再検討・再提案したい。」と述べましたが、7月8日の国分

寺駅周辺特別委員会において、またしても説明と提出資

料との整合性がないなど中途半端な報告にとどまりました。

　すでにこの事業は、早期実現を目指して昨年の5月（市

長選直前）に事業計画決定がなされたもので、昨年の

事業延伸以降、時間の猶予はないはずです。そこで、事

務執行、予算提案権の最高責任者である市長の明確な

方針と指示のもと責任ある提案をすべきです。

まちづくりの理念、商業振興、財政問題に配慮した施設計画案が待たれます。

応援します！ 生きる力
　　　　正します！ 税の使い方
応援します！ 生きる力
　　　　正します！ 税の使い方
応援します！ 生きる力
　　　　正します！ 税の使い方



　皆川りうこの会　　 では、国分寺市
のまちづくりを市民のみなさんとともに
考え進めていきたいと思います。

①日頃の市政に対するご意見等お聞かせ下
　さい。また、議会報告も行っています。
②皆川りうこの会　　　参加者募集中
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家族／夫・二男一女・夫の母・犬

自殺対策支援センターライフリンク、自治体
学会、日本子ども虐待防止学会、ごみ環境
ビジョン21、全国フェミニスト議員連盟 他
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跡見短大卒　日本警備保障（現セコム㈱）入社。
同社退職後、生協、PTA活動等を通じて
食、環境、教育問題に取り組む
国分寺市議会議員初当選、’99年二期目
当選、’03年三期目当選

（厚生委員長、文教委員長、青少年問題協
議会、民生委員推薦会等歴任）
四期目に挑戦するも惜敗。同年、子どもの
シェルターのスタッフとして勤務。
跡見学園女子大学、文学部臨床心理学科三年
編入学
国分寺市議補欠選挙にて再選（文教委員会、
国分寺駅周辺整備特別委員会に所属）。
跡見学園女子大学　卒業

皆川りうこプロフィール

皆川りうこの会　　　　　伝言板

問い合わせ・連絡先

活動日誌活動日誌

再開発事業権利者への全体説

明会傍聴

会派説明会／ハスカップセミナー

「介護保険に現金給付は必要か」

「子どもの貧困―失われた教育

の機会均等―」講師　鴈咲子

フェミニスト議員連盟2010年度総会

総合合同水防訓練／三小運動会

東恋ヶ窪6丁目内の環境、消火

器点検　北の原地域センター

／一中運動会／P連年度末総会

ごみ分別体験　Lホールにて

最終本会議
文教委員会（市内学校訪問　
五小、四中）
小金井市との共同処理状況の

説明会　清掃センターにて

本町自転車駐輪場設置に関す

る市民説明会／P連年度初め

総会　二中にて

国分寺駅周辺整備特別委員会
文教委員会
文教委員会（市内学校訪問　
九小、一中）
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所属会員

出　身

家　族

※議会関係は太字

20日～6月24日（会期36日間）第2回定例会
（この間に予算特別委員会、一般質問、各常任、
特別委員会など行われる）

の徹底で業務の改善を図ります計画【Plan】　 実行【Do】　 評価【Check】　 改善【Action】

大過なく仕事をする意識、
現状を打破せよ！

皆川りうこ

　行政改革は、削減、縮小といった余裕もない、
ギスギスした印象がもたれるものです。しかし仰々
しく考えるのではなく、職員一人ひとりが日々
の業務に対して、問題意識を持ち、業務の解決
改善に努めることこそ行革の本質であり、市民
満足、仕事の達成感につながると考えます。

　これこそが、現状維持の大過なく仕事を
進める典型！？ 「落ち着くのではなく改善に
取り組むように」と指摘したが、まだまだ監
視の目が必要であると実感しました。

　昨今、いじめで年間300人以上の子どもが自
殺をしている現状です。こどもの「うつ」の問
題も指摘され研究が進められていることから、
市としても考えていかなければならないテー
マであることも問題提起しました。

【2010年5月～7月の活動より】

大過なく仕事をする意識、
現状を打破せよ！

お金について報告しますお金について報告します

現状の「業務改善提案制度」の改
善を行うべき。提案内容、理由、効果など細
かい記述が求められるため気軽に提案する
気持ちになれない。ハードルを高くしないよ
うな工夫を。

皆川りうこ 税金の使い方を知るPDCAサイク
ルの特にC（チェック）に市民参加が遅れてい
る。先ずは、事務事業評価シートをHPに掲
載せよ。他の自治体では公表されている。以
前から求めているが未実施だ。

皆川りうこ このシートは、課長決済により次年度
に生かすための指示事項があるものだ。「現状
維持のまま進める」の項目は疑問だ。廃止すべき。

皆川りうこ 職員だけではなく、退職OB,嘱託、
臨時職員にも対象を広げよ。

これまでも指摘されている。職
員への周知含めて対応していきたい。

子どもの虐待ゼロ宣言を！

市長の答弁

皆川りうこ

子どもの虐待ゼロ宣言を！
地球環境問題に警鐘を鳴らした「沈

黙の春」と同様の視点で書かれているとも言
われる「育児室の亡霊」という書籍がある。
虐待を受けて育った子どもの将来について警
告する内容で、虐待の体験が、世代間での虐
待の連鎖、犯罪への関与など深刻な社会問
題につながる恐れがあるとしている。市とし
て「子ども虐待ゼロ！」都市宣言を位置づけよ。

虐待ゼロの姿勢は堅持する。宣言に
ついては研究課題とする。

メンタルヘルス
　＝精神的な健康、精神衛生　について
メンタルヘルス
　＝精神的な健康、精神衛生　について

教育長の答弁
市民生活部長の答弁

皆川りうこ 市民、市内事業者、教職員、市職員
の精神的健康作りへの取り組みについての
見解と現状は？

皆川りうこ 睡眠が十分に取れているかは重要
だ。各種の検診できちんと問診できるよう、
問診表の睡眠に関する項目にもっと工夫を。

講演会「子どもの貧困─失われた
教育の機会均等─」参加。

総合合同水防訓練。

［支給額］
 報酬月額
 支給率
 在職期間率
 　計

［控除額］
 議員共済会掛金
 所得税
 　計

 差引支給額

470,000円
2.0
1.0

940,000円

70,500円
104,340円
174,840円

765,160円

平成22年 6月議員期末手当明細

［支給額］
［支　出］
 調査研究費
 交通費
 資料作成
 資料購入
 その他の経費
 　計

 差引支給額

200,000円

40,800円
45,940円
1,272円

87,634円
27,462円

203,108円

-3,108円

平成21年 政務調査費 会計報告

政策部長の答弁

保健師とも相談しながら改善
していきたい。

福祉保健部長の答弁

保健福祉部長の答弁

ボリュームの問題もある、情報公
開は必要であり何らかの工夫は当然と考える。

政策部長の答弁

これで落ち着いてきている。当
面はこれで進めたい。

政策部長の答弁

幅広く意見を収集したいので工夫する。政策部長の答弁
市民を対象として、ケアと予防

の側面から、窓口対応、訪問事業、各種講座の実施。
本年度のテーマは「不眠」を予定している。

事業者への啓発などに取り組みたい。
全国的、都、本市においても教職員に

関わる一番の課題だ。H20では540人、約1％近く
が精神的疾患により休職中で多くは、「うつ病」との
実態もある。都ではチェックシートによる対応、市では、
研修などを実施している。

【一般質問】（一面よりつづき）


