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決算不認定の大きな要因、
国民健康保険事務

国民健康保険税値上げの前に、
行政内部の
事務執行の適正化と信頼回復に努めよ!
第3回定例会では、国民健康保険事務で担当の間違った説明により監査の意見書が事実と異なっ

たため、市長は監査委員に再審査を依頼。決算議案は撤回されました。再度12月議会で決算審査が行
なわれましたが、24年度一般会計決算は賛成少数により不認定となりました。
国保会計に起因して決算議案の撤回、再提案は国保
会計そのものの信憑性が失われる事態となりました。
市としてはその原因を検証し、改善策等を議会へ説明
すべきです。
しかしその対応もなくして12月議会では
国保税の値上げ議案が提案されました。
議案の付託先である厚生委員会では、25年度予算
の算定根拠の資料が存在していないなど文書管理の
ずさんさも露呈し、市は事務のありようが不適切だった
ことを認めました。
さらに、国保の運営協議会では国保
会計の赤字の要因について多くの質疑、意見に対して、

値上げの結論ありきと思わざるを得ません。
国保の特別会計は本来独立会計であるべきもので
すが、不足分を一般会計から繰り出しているのが現実
です。そこで、サラリーマン世代からの税金の2重払い
を避ける意味でも国保税の一定の値上げもやむを得ま
せん。
しかし行政側の不適切な事務により、監査委員会及
び議会の混乱を招いた事態を真摯に受け止めるなら、今
回の値上げ提案は一旦見送るべきでした。
議案は厚生委員会では否決、本会議において一転賛
成多数により可決されました。

説明の不十分さが見受けられ、納得されたとは思えず、 （皆川りうこは今回の値上げ議案には反対しました）

指定管理者制度

導入することが目的化する実態は問題

4月より指定管理者制度に移行するた

市の地域福祉計画の策定も一方で

めの福祉センターの議案で、利用者協議

ありながら、永続性が保障されない民間

会の立ち上げが指定管理者にお任せの

に利用者協議会まで委ねることは不適

提案であることが判明しました。市民の

切です。
また、施設改修が伴う予算の裏

財産である施設を有効活用するために

づけも不明なままの提案も問題です。

は市が主体となり利用者協議を立ち上

資料では人件費が現在より増額。また、

げ、施設や運営について検討すべきです。

市の事業、高齢者生きがい交流事業の

具体的な提案が示されていない等、導
入にあたり疑問点が続出。
本議案は、具体的なメリットが見え
ず制度導入が目的化しているといえ、
現時点ではとても本来の目的（市民サ
ービスの向上、
コスト削減）が達成す
るとは思えず議案には反対しました。

【映画「ロレンツォのオイル／命の詩」を見て】 5歳の時にALD（※）を発症した息子を救うため、必死になって勉強した父親が食餌療法の中で特定のオイルに辿りつき、
世界中の企業や研究者に開発の依頼をするなど間断なく解決策を探す過程を描いた実話に基づくお話です。
「障害者総合支援法」ではH25年4月より制度の谷間を
無くす視点から障害児・者の定義に難病も位置づけられ、一定の障害があれば、障害者としてのサービスを受けることができます。今後も制度の動向を注視していきます。
※ALD（副腎白質ジストロフィー）
：脂肪酸の代謝異常が脳にダメージを与える難病。X染色体の異常が原因とされ、
５歳前後の男の子だけに発生する。

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】
学校訪問した市民に対して不適切な
対応あり。改善せよ。
皆川りうこ 地域に開かれた信頼される学校づく

りのためにも、教員は訪問した市民への対応は
丁寧にすべきだが、問題となる対応があった。
職員へ接遇の研修など指導を行うように。
教育長 過去に塾関係者の訪問がありピリピリし
ている状態だ。不適切にならないよう指導する。

「子どもの権利条約」
の周知が必要
母子健康手帳への記載を求める。
皆川りうこ 母子健康手帳には、厚労省が定めた
様式に沿って妊娠から子どもの成長の記録等
や「児童憲章」の記載もある。一冊の手帳で子
育てに関する情報管理がなされ、優れた機能を
有するが、
「子どもの権利条約」も記載せよ。
ガイド
保健福祉部長 手帳本体は基本形があるので、
ブックなど副読本で工夫できないか考えて見る。

■交通政策、
計画が重要。
ぶんバス導入にあたり検討せよ。
皆川りうこ 試行運転の説明会を開催するも

実効性に疑問。武蔵野市、三鷹市を参考に
市としての交通政策、計画が必要ではないか？

都市建設部長 必要性は認識している。ぶんバス
新規ルートについては実現に向け取り組みたい。

市民の
「知る権利」
の保障を。
ずさんな文書管理の改善。

人事マネジメントについて、お手盛りに
ならないように。
皆川りうこ 退職職員の再任用は人に合わせて

職場を作るべきではない。透明公正な選考を
すべき。守山市では人事考課、採用計画、
選考委員会等の仕組みがある。参考にせよ。
総務部長 当市もほぼ同様におこなっているが
しっかりと明文化した上での採用とする。

市政の透明性に努めよ。
「庁議の見える化」
皆川りうこ 24年度事務報告書によると一年
間で庁議を56回開催している。市民に内容
が分かるようHPにアップせよ。
政策部長 庁議での報告、協議事項は市民にとって重
要な情報でありHPの切り替えに合わせて公表を検討する。

曖昧な仕組みをわかりやすく。
皆川りうこ 市長の諮問機関で条例によって設置され
ている各種附属機関と要綱設置による検討委員会、
協議会等とは役割と権限が異なるが現実は明確に
区別されていない。例として料金等条例で定める
べき内容も要綱設置での決定事項になっている等。
区別して運用している町田市を参考に。
政策部長 境界線が曖昧なところがあるので
整理する必要がある。
2013年11月〜2014年2月の活動より

札幌行政視察

WElCOMEサロン

政策部長 各部署でのマネジメントの問題もある。
事務決裁規程等に則して適切な処理、仕事をすべく

午前10：00〜12:00
午後 2：00〜 4:00

3月27日（木）
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周知徹底していきたい。

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→

議会報告、
お茶を飲みながら
フリートーク

OKストア

工事中

皆川りうこ 情報公開と文書管理は車の両輪で
市民の知る権利を保障するものだ。回議、決裁、
廃棄など文書管理規則、規定などに沿うのは当然の
ことだ。しかし昨年来、課内会議の記録、公印がない
文書決裁等ずさんな実態が多々あり改善せよ。

国分寺駅北口再開発工事の様子

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

10月23（水） 姉妹都市佐渡市へ超党派の議員
〜24日（木） による行政視察
25日（金） 厚生委員会
28日（月） フェミ議世話人会
29日（火） たま広域資源循環組合議会
30日（水） 厚生委員会
11月2日（土） 子ども防犯まち歩きウォッチング（6丁目）
3日（日） 姉妹都市佐渡市歓迎交流会
4日（月） 国分寺まつり
5日（火） 東京都後期高齢者医療広域連合議会
6日（ 水 ）〜 行政視察 岩手県盛岡市「被災地買い
8日（金） 物支援について」釜石市「買い物支援に
同行」、西和賀町「障害者B型就労支援、
旧沢内村の医療費無料政策等」
12日（火）〜 たま広域資源循環組合議会による
13日（水） 行政視察 札幌市「札幌リサイクル
団地、
リサイクル施策について」
15日（金） ごみ対策特別委員会
16日（土） 講演会「どう計算しても原発は高い〜
地域からはじめる原発ゼロミクス」
18日（月） 会派説明会
19日（火） 認知症サポーター講座
20日（水） 東京都後期高齢者医療広域連合議会
23日（土）
・24日（日） 子ども子育て支援新法
制度と自治体行政 学習会
24日（日） アイランダー2013 佐渡市出展
25日（月） 代表者会議／議会運営委員会
27日（水）より12月20日（金）
まで第4回定例会
30日（日） 3小学習発表会／ほっとファミリー体験発表会
3小の学習発表
会で展示された
児童の作品。

12月1日（日） 環境まつり
2日（月） 東京都後期高齢者医療広域連合議会
／地域福祉計画WS
7日（土） けやきの杜25年度活動報告
8日（日） 6丁目 もちつき大会
14日（土） 障害者週間 講演会／本多公民館
ロビーコンサートクリスマスの夕べ
21日（土） 地域福祉計画WS／すまいるミニコンサート
24日（火） 環境基本計画、空き家、空き地条例説明会
2014年1月7日（火） 出初式 1中にて
10日（金） 北町、けやき・万葉ルートぶんバス説明会
11日（土） 福祉関係団体新年会
12日（日）「飯館村」上映会
13日（月） 成人式
14日（火） 総務委員会／フェミ議パワーアップ講座
16日（木） 国分寺市議会議員研修 大塚康男氏
「議会人の危機管理について」
1７日（金） 代表者会議／議運／東京都後期
高齢者医療広域連合議会
18日（土）「秘密保護法と原発」／「DV被害
者支援の現状と課題」
23日（木） 厚生委員会
24日（金） 会派説明会（予算に関して）
25日（土） 手をつなごう親の会新年会／映
画「ロレンツォのオイル／命の詩」
26日（日） グループコスモス「父親の会」
28日（火） ごみ対策特別委員会
30日（木） 介護予防教室「介護されたくなけ
れば粗食はやめなさい」
31日（金） 東京都後期高齢者医療広域連合議会
2月1日（土） 難病の会／公民館５館交流会
2日（日） チャイルドラインむさしの公開講座
「いじめのない世界で大きくなりたい！」
５日（水） 財政研究会
【23日（木）より2月9日（土）まで都知事選挙】
※WS=ワークショップ

