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政務活動費（旧 政務調査費）について報告します
　政務活動費は、議員の調査・研究のために支給される
公費です。それまでの政務調査費から、政務活動費への名
称変更と使途を拡大するといった自治法の改正に伴い、
国分寺市では平成25年に条例の改正を行いました。
しかし、実態としては支出項目に若干の変更はあるもの
の使途基準、金額の変更は一切ありません。

　国分寺市議会では、議員一人につき年間24万円（月2万
円）が交付され、年度終了時に提出する「収支報告書」には
出納簿と領収書（一円から領収書が必要）、関係書類の提出
が義務付けられるなど使途の透明化を図っています。
　現在、情報公開請求により政務活動費の閲覧等は可能で
すが、今後は議会HPへの掲載も必要であると思います。

国民健康保険特別会計専決処分国民健康保険特別会計専決処分
　25年度の国民健康保険特別会計
（国保会計）において約5億7千万円の
不足が見込まれたために、市は繰り上
げ充用（注1）を行いました。5月31日ま
での出納閉鎖期間中に議会を開くいと
まがないとして、国保会計補正予算の
専決処分がなされ、議会の承認を得る
ため議案第58号が提案されました。
　昨年来、国保会計に関して国庫負担金
の計上ミス、文書管理のずさんさが判明、

担当による監査への間違った説明等と信
頼を失墜する事態が度重なっています。
そこで、議案提出にあたり、資料の提出や
説明は十分であるべきです。しかし、3月
の議会で求められていた国保の将来の
財政見通しの資料が未提出、保険事業費
の委託費増の理由を問うも答弁先送り
等不十分さが目立ちました。
　本専決処分（注2）は、急を要することから
やむを得ないともいえますが議案提出に

際して準備不足は看過できず反対を表明
しました。猛省を促し、改善を求めました。

都議会でのセクハラヤジの件は議会への不信に繋がる問題です。都議会ではヤジが常態化していた結果、今回の件で自浄作用が働いていないことが露呈しま
した。国分寺市議会ではこのようなセクハラヤジはなく、不規則発言については議長が注意します。

賛成多数で可決

分類 項目 平成22年度 平成23年度 平成24年度
収入 政務調査費 240,000円 240,000円 240,000円

調査研修費（セミナー参加費、研修受講費、視察費） 42,500円 96,000円 232,552円
交通費（研修会等に参加するための交通費） 118,845円 101,115円 9,240円
通信費 0円 0円 0円

0円 2,349円 2,799円
99,146円 38,171円 45,518円

0円 0円 0円
0円 0円 0円

807円 4,520円 998円
261,298円 242,155円 291,107円

支出

-21,298円 -2,155円 -51,107円

資料作成費（コピー代）
資料購入費
議会報告費
広聴費

（書籍購入の場合、書籍名も記載して
　　　　　　　　　領収証を添付します）

その他の経費

（収入 - 支出）
合計
差引残高

議案第58号
皆川は反対！
皆川は反対！

注1：繰上げ充用（くりあげじゅうよう）自治令166の2
…会計年度の収支に不足が見込まれる場合、翌
年度の歳入を繰り上げてその年度の歳入に充て
ることができる。会計年度独立の原則の例外で非
常手段であり濫用はすべきではない。

…自治法179条　本来、議決が必要な事項につ
いて議会を招集するいとまがないなどの事情で
議決せず首長自ら決めること。その後開催された
議会で承認を求める。

注2：専決処分

皆川は反対！

第二回定例会（6月2日～24日）

※マイナス分は自己負担です。※平成22年度から平成24年度までの「政務調査費」です。平成25年度については現在監査中につき次号にてお知らせします。

（プリンターインク、FAXインクリボン等）

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



万葉まつり／「原発事故から3年・
フクシマを忘れない」渡辺一技氏
自立援助ホーム「とびらの家」見学
／「権利擁護ってなに？高齢者虐
待防止と介護保険」ハスカップ
北多摩東保護司会国分寺分区定期総会

議会運営委員会

ごみ対策特別委員会視察（三鷹市「クリー

ンセンターふじみ、町田市「協働学舎」）

市民活動フェスティバル（ひかりプラザ）
文教子ども委員会
厚生委員会

建設環境委員会／フェミ議世話人会
国分寺駅北口周辺特別委員会
総務委員会
東恋６丁目厚生会総会　
「いま、飯館村から」長谷川健一氏
「加賀谷雅道氏　放射線像展」
ギャラリーやさしい予感
ごみ対策特別委員会
フェミ議世話人会
憲法記念週間行事「かけがえのない命」

未来ある子どもたちのために　間下このみ氏

ＰＴＡ年度末総会（第一小学校）

国分寺難病の会総会　　
新町寄付用地活用についての説明会
ギャラリーウオーク
学習会「引きこもりを経て」グルー
プコスモス
ＷＥＬＣＯＭサロン
本多公民館新緑まつり
全国フェミニスト議員連盟総会、
講演会「愛（I）と勇気（YOU）とお
ばちゃんが政治をかえる」全日本
おばちゃん党代表代行・大阪国際
大学准教授　谷口真由美氏
国分寺市、消防署合同水防訓練（４中）
わこう助産院見学（和光市）
ＡＥＤ講習会
代表者会議／議会運営委員会

学校公開（３小）弁護士によるいじめの授業
恋ヶ窪公民館まつり／運動会（１中）
／処分場30周年記念レセプション
NPO法人チャイルドラインむさしの
H26年度総会

東恋６丁目防犯講習会／お国ことばで
語る「べっぴんさんの語り」本多公民館
「自民党とエネルギー計画」河野
太郎氏／「どこへ行くのか自衛隊
　集団的自衛権行使で何が変わ
るのか」半田滋氏
自殺対策支援センターライフリンク総会
カリヨン設立10周年シンポジウム
都議会でのセクハラ発言に対する
抗議、要請文提出
６丁目厚生会　環境問題研究会
地域福祉計画策定委員会　健康
推進部会　傍聴
はらからの家福祉会35周年記念式典
北上市ふるさと会　国立競技場に
て椅子取り外しボランテイア／赤羽
じゅん子氏「がむしゃら落語」第61
回産経児童文学賞受賞お祝いの会
フェミ議世話人会
飯山市より視察

環境問題研究会　都心の水辺で
エコツアー
「医療品・生活用品・化粧品につい
て考えてみましょう」渡辺雄二氏
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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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1995年
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2013年

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）

所属会員

※議会関係は太字

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

問い合わせ・連絡先

ホームページもご覧ください→ http:/ /minagawa-riuko.jp/

6月２日より24日まで第２回定例会

WElCOMEサロン

三菱東京
UFJ銀行

サーティワン
駐輪場

コインP
OKストア

ドラッグ
ストア

ファミリー
マート
ファミリー
マート

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

一口　1000円
口座番号　00160-9-614301
口座名義　「皆川りうこの会Let's」

【会　　費】
＊郵便振替

皆川りうこの会　　　　　伝言板

【一般質問より】

再任用制度　退職OBの再就職の制度再任用制度　退職OBの再就職の制度

皆川りうこ 既存の地域資源である公民館を地域
福祉の要の拠点施設として有効に活用せよ。

公民館は、地域の身近な施設として

地域福祉活動を行うことは重要。

教育部長

皆川りうこ 公運審、民生委員、教育分野、地域包
括支援センター、社協など多様なメンバーで構
成される地域会議は地域福祉において有効な
仕組であり活用するべき。

公民館にもよるが、地域課題に沿っ

た事業を展開する等重要な活動を行っている。

教育部長

公民館の40年の歴史と実績は
地域福祉の考え方とも合致する
公民館の40年の歴史と実績は
地域福祉の考え方とも合致する

基本的に３以上。健康状態など総

合的に判断する。

総務部長

皆川りうこ これまでに何度か質問している。信
頼される制度となるように仕組みを整えよ。
評価で1や２がついた人を採用すべきではない。

指定管理者制度は、丸投げにならない
よう市がしっかり監督せよ。
指定管理者制度は、丸投げにならない
よう市がしっかり監督せよ。

提案内容を確実に実施するよう

状況確認する。

市民生活部長

皆川りうこ 福祉センター，もとまちプラザ指定
管理者制度に移行した。指定すれば終わりで
はない。提案した自主事業など実施していな
い実態がある。市は事業者にはっぱかけよ。

皆川りうこ 昨年（9月議会）提案し、4月から保
育料等にみなし寡婦制度が適用されたが、
さらなる対象事業の拡大を。例えば、市営住
宅・私立幼稚園の保護者負担金・心身福祉手
当の特例手当等も対象としてはいかがか。

皆川りうこ 産後ケアサポート体制の一つ。子ど
も関係事業者がリスクが高いなど様々な相談
事例について情報交換する場として連絡会の
ような仕組みをつくれ。埼玉県のわこう助産
院を見学したが、土曜日など時間外も対応し

安心して生み育てられる施策の充実を安心して生み育てられる施策の充実を

ひとり親家庭への支援として有

効な手段。国の税制動向も注視し市の財政状

況など総合的に判断し検討したい。

子ども福祉部長

皆川りうこ 保育園などでは、災害時のマニュアルなど
臨時職員には周知徹底されていないのではないか？

皆川りうこ 育児支援ヘルパー事業の利用を
インターネットでも申し込みできるように。

マニュアルに沿った対応をする

ように意思統一を図っていく。

子ども福祉部長

それぞれの立場で活動している

方同士の情報交換の場は有効。研究したい。

子ども福祉部長

申し込みの第一報としてメール

も有効な手段。

子ども福祉部長

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

８月2１日（木）

2014年4月～2014年7月の活動より

工
事
中

工
事
中

※地域福祉計画は高齢者、障害者、子ども、健康増

進の4分野はもとより、市の都市計画マスタープラ

ン、男女平等推進行動計画、住宅マスタープラン他

との整合性も必要です。また、概ね5か所公民館エリ

アごとの地域の考え方をまとめるよう合わせて質問

し、庁内策定委員会においての検討課題とされた。

ている。助産院など民間の知恵も借りよ。

市内在住の生ごみアドバイザ
ーのご自宅に「ごみけしくん」
の使い方を見学に伺いました。

フェミ議総会で講師の谷口真由
美さん（全日本おばちゃん党代表
代行・大阪国際大学准教授）と。


