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国分寺駅北口駐車場の自転車利用料金　歳入計上ミスにより
26年度予算議案の撤回、再提案

　予算特別委員会での歳入における皆川りうこの質疑で、
「国分寺駅北口自転車駐車場は4月以降一部閉鎖されるた
め、利用料金は減額されるはずだが、前年度以上の歳入が
計上されているのはなぜか？」との問いに行政側が答弁で
きず、本件について保留となり後日、議案撤回となりました。
　自転車駐車場の管理事務については、３年前にも公金
横領事件が起きたこともあり日頃から課内、部内での報
告、連絡、相談等マネジメントは重要ですが、それとはかけ
離れた実態が明らかになりました。
　事実経過がわかる資料を基に質疑したところ、国分寺
駅再開発事業に伴い、自転車駐車場の一部が使用できな
くなることが判明したのが昨年の2月。速やかに代替えの

確保が必要でしたが、課長自身その認識がなく部下に対し
て指示もないまま、部下が現場にて５回も指定管理者と協
議（立ち話？）していたこともわかりました。その間の記録
の有無も不明。これでは仕事の体をなしていない上に、市
の服務規定15条（勤務中の外出）等にも反しています。
　結果的に数か月以上放置していたことになり、今年の２月
に初めて部長、副市長、市長に報告し慌てて他の場所を探す
事態となったのです。その際の市民への広報も不適切でした。
　このような仕事のありようが歳入の計上ミスにつなが
ったといえます。
　26年度予算は可決されましたが、行政内部の改善は不十
分です。予算執行にあたり今後もしっかり監視していきます。

国分寺市子ども
いじめ虐待防止条例
国分寺市子ども

いじめ虐待防止条例
　市民参加で進めてきた「子どもの権利と未
来を守ろう条例（案）」を、昨年、不成立となっ
てから１年経たずに提案したのは拙速と市民
から戸惑いの声もありましたが、いじめ、虐待
は将来にわたり影響を及ぼし、自殺につなが
る可能性もあることから対応策は必要です。
　条例制定は市全体で取り組もうとする姿
勢を示すことであり、運用は日本が世界に約
束した「子どもの権利条約」をベースに、子ど
もにとって最善の利益とは何かを市としても
考えるべきです。

仕事のマネジメントができていない！　市民の立場に立った仕事をしていない！

皆川りうこが昨年の第３回定例会で提案した「みなし寡婦（父）控除」が26年度より保育料と学童保育料に適用されます。婚姻歴の有無で子どもに不利益が生じないようすべきです。

　第一回定例会において、平成26年度予算が賛成多数で可決されました。予算では昨年カットされ
たDVシェルターの補助復活、みなし寡婦（父）控除の適用等多々評価できる点もありました。
　しかし、議案撤回の要因となった歳入計上ミスは仕事として不適切です。市長の方針の財政規律を
重んずる以前の問題であり、とても容認することはできず皆川りうこは２６年度予算に反対しました。

いじめ虐待問題の取り組みは、自殺対策として位置づけせよ。

子どもの権利保障の視点で条例を運用すべき。

条例は国分寺市の教育目標でもある人権尊重、権利が尊重される社会を目指すための
アプローチの一つ。審議会やアドバイザーについては、人権尊重、子供の権利条約を熟知
している弁護士等人選せよ。

「関係機関」の定義に警察とあり。関係機関イコール警察とならないよう子どもに関わる
民間事業者にも条例の趣旨など周知せよ。

大人や保護者は子ども自身の気持ちや声を受け止めるよう日頃からの信頼関係の構築が
重要で意見表明権を尊重するように。

被虐待児がいじめの被害者または加害者の場合、親自身がDV被害者のケース等、複合的
な問題を抱えた場合等の対応は？今後もますます福祉、教育等の強い連携が求められる。（賛成討論より一部抜粋）

運用にあたり
配慮すべき点や
疑問点。
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岩手県北上市で生まれる
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、三年編入学
国分寺市議補選にて再選
跡見学園女子大学　卒業
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）
副議長に就任

皆川りうこプロフィール

活動日誌活動日誌
（一部省略）
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HPアドレスが変更になりました→ http:/ /minagawa-riuko.jp/

21日（金）より3月25日まで

（3月10日より20日までの9日間予算特別委員会）
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「ゆずりは」訪問 一部閉鎖となった国分寺駅北口駐輪場

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】

　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】
＊郵便振替

皆川りうこの会　　　　　伝言板

【予算特別委員会より】※一部抜粋

井戸の活用井戸の活用

皆川りうこ 8年ぶりに臨時財政対策債を借りる
ことになる。次年度以降も借りるのか、今年
度限りか？

今の段階では明言できない。市　長

今後検討する。むかしの井戸

等環境、防災、経済課など担当課それぞれが

実施している実態があり二重行政にならないよ

う取り組んでいきたい。

くらしの安全課長

国の「男女共同参画社会基本

法」に合わせた。

男女平等人権課長

赤字補てんのための借金
臨時財政対策債の借り入れ
赤字補てんのための借金
臨時財政対策債の借り入れ

皆川りうこ「男女平等人権課」が「文化と人権課」に
変更。それに伴い「男女平等担当係」から「人権・男女
共同参画担当」。なぜ「共同参画」に変更したのか？

４月より組織改正４月より組織改正

皆川りうこ 農業経営者への井戸設置補助事業で
は、農業と防災の両面で活用できるが、現在市内
に有する民間の井戸の調査も実施し活用の方策
を検討してはいかがか？災害用井戸として湧水
地下水保全条例にも位置付けることも重要。

ごみ減量でコミュニティ施策も進めよごみ減量でコミュニティ施策も進めよ

学校との協議も必要。今後

も一層ごみ減量に向けて取り組んでいく。

ごみ減量推進課長

皆川りうこ 生ごみの回収拠点を増やして多くの市
民が参加しやすい仕組み作りを進め、顔の見え
る環境作りも取り組め。
例）市民農園にはコンポスト設置、登録制により
学校給食堆肥化装置に生ごみを投入する等。

ぶんバスぶんバス

検討する。道路管理課長

皆川りうこ 料金やルートなど重要事項を協議する
地域公共交通会議は要綱ではなく条例化すべき。

高齢者いきがい交流事業高齢者いきがい交流事業

４月以降、指定管理者、市民と

ともに活用に向けて検討する。

高齢者相談室長

皆川りうこ 福祉センター等、現在廃止されている
入浴事業、施設の活用。4月以降の対応策は？

介護保険制度の改正について介護保険制度の改正について

国の動きを注視している。市と

しての対応策については認識している。

介護保険課長

皆川りうこ 要支援が制度から外れ自治体で対応し
なければならなくなる。現在の課題、問題点は？

防災・罹災対策費防災・罹災対策費

位置付けについては検討したい。くらしの安全課長

皆川りうこ 大雪は災害の対象になっていないが、
地域防災計画に位置づけ対応策を検討すべき？

街路事業に伴う調査設計委託料
（都市計画道路３・４・１２号線）
街路事業に伴う調査設計委託料
（都市計画道路３・４・１２号線）

年内に市民説明会を実施する予定。建設課長

皆川りうこ 26年度内に予定している取組みは何か？

議会報告、
お茶を飲みながら
フリートーク

午前10：00～12:00
午後　2：00～　4:00
場所／山彦荘

5月22日（木） 工
事
中

工
事
中

「ゆずりは」訪問 一部閉鎖となった国分寺駅北口駐輪場

2014年2月～2014年4月の活動より

井澤市長就任後初めての予算提案ということも

あり、皆川りうこは多岐にわたり質疑を行いました。

↑一方では他議員の質疑に対して、市長「借りな

いよう本年度で吸収したい」の答弁。一体どっち？

組織名は市の条例を尊重すべきで国に合わせるの

は不自然です。「国分寺市男女平等推進条例」は市

民参加により策定した自治体の意思でもあります。

他方、同じ所管の地域バスの特別会計は１課のみ。

今後も注視していきたい。

係名の変更は不自然、市の条例を尊重すべき

２課での決裁はより慎重を期

すためのこと。

都市建設部長

皆川りうこ 都市建設部所管の下水道特別会
計事務が2課に分離される。課長決裁も２課
必要となりミスが起きるのではないか？

事務的ミスを起こさぬように

委託費は約６３０万円。８時から５時

１５分まで庁舎敷地内の安全のために２人体制

で警備員を配置。女性については要望する。

総務課長

皆川りうこ 4月より開始される市役所内の警
備の委託内容は？女性の配属も配慮せよ。

庁舎の施設管理警備業務

一口　1000円

口座番号　00160-9-614301
口座名義　「皆川りうこの会Let's」


