討議資料

応援します！ 生きる力
正します！ 税の使い方
国分寺市議会議員
み な

発行：皆川りうこの会

行

20

号

が わ

皆川りうこ

48
13

無所属

年 11 月 発

告

報
議会

国分寺市東恋ヶ窪6-7-31

第三回定例会

（9月2日〜1

0月2日）

決算特別委員会

市側のミスが原因で決算議案が撤回される
〜監査の意見書の記述と異なる事実が判明〜
一般会計の国民健康保険事業費について監査の意

見書では、
「予算の流用

手続き前に支出負担行為

（※）

（※）

を行なっていた。」
と不適切な事務処理についての指摘

がありました。
しかし、実際は流用手続きが済んだ後の

日付だったことが決算特別委員会において明らかにな

り、監査の意見書との相違が生じました。
これは、担当
職員が監査委員に対して間違った説明をしたことにな

り単なる日付の間違いでは済まされない問題です。

地方自治法233条でも位置づけられているように、

監査委員の意見書は決算審査において重要な資料の

の撤回を表明し議会もこれを承認しました。

市長は、監査委員会に問題となった点について再審査

を依頼しました。

（なお、次回の決算特別委員会の日程は今のところ未定です）

※予算の流用… 既定の予算を他の使途に使うこと。但し、各「款」
相互の流用は禁止されている。

※支出負担行為… 物品等支払いの原因となるべき契約その他の行為。
※監査委員会… 財政に関して優れた識見を有する人として選任
された代表監査と議会選出の監査委員（各一

一つです。誤記載のままの審査が不可能となったため、

人）
とともに税金の使途について監査、検査、審

計とそれに連動する特別会計あわせて8本の決算議案

どの業務があります。

議会最終日に、市長は事の重大さを受け止め、一般会

厚生委員会にて
（報告事項より）

査します。定期監査、決算審査、例月出納検査な

税金の使途として疑問あり。政策形成過程不透明、
説明不十分。

「元気確認電話等共同システムトライアル」

「75歳以上の高齢者の元気確認等

える事業を研究・営業することは問題

事業」の共同研究のため、市から特定

ない。一方、市が関わることなると税

の業者2社と協定を結びたい旨の報

金の使途として適切か否かだ。」
「なぜ

告がありました。

この業者か？」
「 現状の一人暮らし高

元気確認電話は、
「決められた時間

齢者のための施策についての課題検

に市サイドから高齢者指定電話器に

証は？」
「 個人情報の問題は？」
「 資料

向け、自動音声で起床時の体調確認

に「特許申請」
「 機密情報」等の用語。

を実施し生存確認及び体調管理を行

その意味、定義は？」
「本格実施後の市

なう。」
とし、
２ヶ月間試行、市の負担

の財政負担は？」
と多くの指摘や質問

無し、等の説明がありました。

をするも明確な答弁がなく、次回まで

皆川は、
「 民間が時代のニーズに応

持ち越しとなりました。

本事業は、昨年度の提案だったこと
もあり、決算特別委員会では政策形成
過程が不透明等新たな問題が浮上し
ました。当面、協定は結ばないことに
なりました。
今後、厚生委員会で改めて報告される
予定ですが、様々な問題が明確にならな
いまま進めるべきではないと思います。
高齢世帯への電話については
「振り込め詐欺、
オレ
オレ詐欺」など気をつけなければなりません。本事
業により悪用されないかと心配の声もあります。

現在、国分寺駅北口再開発予定地域内の権利者が次々と移転し、更地が目立ってきました。
それにより、人の流れが変わり、
周辺のお店への影響が心配されてい
ます。市としても、再開発事業が完了するまでの間、地元商店街等と協力し、
まちの賑わいを途切れさせない工夫が求められています。

計画【Plan】 実行【Do】 評価【Check】 改善【Action】の徹底で業務の改善を図ります
【一般質問より】
市政運営に対して新市長の姿勢と方針は？
皆川りうこ 副市長の交替がないので、前と何

ら変わらない印象だ。

市長 行政としての継続性は必要だが自らの
考え方、独自性を発揮し運営したい。

行革、職員の意識改革を、思考停止はNO！
皆川りうこ 市の自治基本条例やPDCAマネジ

婚姻歴の有無で子育ての格差！
？
みなし寡婦（父）控除の適用を
婚姻歴がないひとり親
皆川りうこ 現制度では、

家庭は寡婦控除が適用されない。
そのために
寡婦控除を受けている人より多くの税金を
支払うことになる。多くのひとり親が経済的
に苦しい中、市としてみなし適用すべし。
こども福祉部長 国の税制改正が必要な問題
でありひとり親家庭の格差があることは承知して

メント、行政評価など各種制度は意識改革
につながっていくべきもの。現状は？

いる。市として対象人数等の情報収集をしていな

総務部長 組織目標は職員個人の目標設定につ
ながる。全職員対象の人事考課制度開始し勤勉手当

男女平等推進行動計画
人権が尊重されるまち

に反映した。PDCAサイクルが回り始めたところだ。
皆川りうこ 市の姿勢として、組織目標や部長

の顔写真公表せよ。

政策部長 10月を目途に公表を進める。

いため、現状は不明。財政の影響等も考えたい。

皆川りうこ 自殺対策としても性的マイノリテイ

についての認識が必要。行動計画に人権尊
重を位置づけよ。

皆川りうこ 行革の一環PPP（パブリック、プライベー

市民生活部長 行動計画見直しの際、明記を検討したい。

コンビニ等民間企業と市とで包括提携を進
めよ。AED設置・情報発信・災害時の帰宅困
難者に対する支援・トイレ・駐車場提供等。

がある。学校現場での教師の人権意識重
要。人権教育を。

ト、パートナーシップ）の考え方を市政に生かせ。

政策部長 重要な検討内容だ。

高齢者の身近な相談窓口
皆川りうこ 現在、国分寺市にある7つの地域包括支援
センターのうち、１つは市直営の基幹型で他の６つは民
間委託。市の基幹型地域包括支援センターは、民間との
総合調整・監督・指導・人材育成支援・困難事例の対応
等後方支援を行い、また直接介入をする重要な役割を
担っている。今後も、民間委託をせずに直営を堅持せよ。
市長 相談内容も複雑化。直営を堅持していく。

介護保険制度の改正により軽度者が外れる！
皆川りうこ 国の財政抑制策として介護保険制度

が改正され要支援が対象外となる。介護予防が
手薄になると重度化が進む。市としての見解は？

保健福祉部長 国も審議の最中。市も対応策検討したい。

教育長 都の教師向けの冊子に性同一性障害に
ついて記載あり。理解推進については今後の課題。
女 性 議員が 増えれば 何 がかわる! ?

全国フェミニスト議員連盟夏合宿 in かながわ
全国フェミニスト議員連盟
夏合宿
in かながわ
前鳥取県知事・
片山善博氏「地方議会改

革と女性議員への期待」
と題する基調講演
では、
「 昨今、多くの議会で「議会基本条例」
の制定に向けて動きがあるが、条例制定が
目的化していないか？流行に乗っている感じ
もあるのでは…。条例がなくとも改革すべき
点を一つ一つ積み上げての改善が大事。」等
述べられました。
全く同感です。今後
とも、信頼される議会
に向けて取り組まな
ければなりません。
皆川りうこの会

皆川りうこプロフィール
1957年 岩手県北上市で生まれる
1995年 国分寺市議会議員初当選、ʼ99年二期目当選、
ʼ03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）
2007年 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
2008年 跡見学園女子大学、三年編入学
2009年 国分寺市議補選にて再選
2010年 跡見学園女子大学 卒業
2011年 五期目当選（ごみ対策特別委員長、土地開発公社
監事、予算特別委員長等）
2013年 副議長に就任
自治体学会、
所属会員 自殺対策支援センターライフリンク、
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

HPアドレスが変更になりました→

皆川りうこ 思春期に性的に違和感を持つ場合

伝言板

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ください。
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
【会
費】 一口 1000円
＊郵便振替 口座番号 00160-9-614301

口座名義 「皆川りうこの会Let's」

問い合わせ・連 絡 先

TEL/FAX 042(324)4442
E-mail : riuko080@ybb.ne.jp

http://minagawa-riuko.jp/

活動日誌

（一部省略）
※議会関係は太字

7月25（木）〜26日（金） 社会福祉セミナー
「東日本大震災の教訓と社会福祉」
28日（日）「身近にいるセクシャルマイノリテイ
の子どもたちの声が聞こえますか？」
多摩市女性センター
29日（月） 臨時議会 新市長の所信表明／厚生委員会
30日（火） 総務委員会（傍聴）
31日（水） 国分寺駅北口周辺特別委員会（傍聴）
8月1日（木） 後期高齢者広域医療連合議会
第一回臨時会
2日（金） 市内保育園見学 「ピコ」
「アスク」
「ワンダーランド」3箇所
3日（土）〜4日（日） 全国フェミニスト議員連盟夏
合宿inかながわ
6日（火）〜8日（木）会派視察 北海道栗山町「議会基本
条例」
・北広島市「地域福祉計画」
・千歳市
「行政改革」
・浦河町「浦河べてるの家」
9日（金） 建設環境委員会 （傍聴）
12日（月） ごみ対策特別委員会
17日（土）「福島原発告訴団から見えること」武藤類子氏
21日（水） 自治体政策議会講座in東京
22日（木） 会派説明会／たま広域資源循環
組合議会 エコセメント工場見学
24日（土） 平和祈念行事／総合防災訓練
北の原地域センターより1中に移
動その後 宿泊訓練6小にて
ペットの避難につ
いて犬の模型を
使って説明。
（６小
宿泊訓練会場）

25日（日） 6丁目自治会班会
27日（火） 国分寺市男女平等推進協議会 傍聴
29日（木） 代表者会議／議会運営委員会
30日（金） にしき苑 納涼祭
31日（土） 北の原地域センターまつり／もが
れた翼 パート20「虹がかかるまで
〜本当は、いじめは嫌なんだ〜」
9月2日（月）より10月2日（水）まで第3回定例会
12日（木） 敬老会 本多公民館にて
14日（土） スポーツ祭東京 プレイベント
ウォーキング／６丁目拡大班長会
15日（日） うれしのの里 長寿お祝い式
28日（土） けやきフェスタ／市民防災ひろば／
スポーツ祭東京2013 総合開会式
29日（日）「いじめにあったとき学校に行きたく
ないとき」東京シューレ 須永祐慈氏
30日（月） 雨宮処凛氏 講演とトークイベント
10月５（土） 国障連 運動会／防災のつどい
（6丁目自治会）
6日（日） 3小運動会／国分寺市民文化祭
吟詠剣詩舞連盟大会
8日（火） スポーツ祭東京2013 総合閉会式
2013東京スポー
ツ大 会（ 味の素
スタジアム）

10日（木）「今、あるべき少年審判を考える」
東京弁護士会主催
12日（土）〜14日（月）全国障害者スポーツ大会
開会式・閉会式に出席
19日（土） 子ども家庭支援センター、光公民
館まつり／絵本「おとまりのよる」
作者と画家の対談（おぼまことさん、
赤羽じゅんこさん）
20日（日） サンサン夢まつり／ふるさと北上
の会のつどい

