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平成25年度決算 賛成者少数により不認定

決算議案は、前年度の予算執行状況について事務報告書、議員の請求資料等多くの資料や監査

委員の意見書を基に全議員構成による決算特別委員会にて審査します。翌年度の予算編成に反映

させるなど、議会の監視機能として重要な審議の一つです。
25年度決算審査では、数々の不適切な事務執行が

判明しました。以下は主たる不認定理由です。

決算審査での皆川の質疑の一部
■農業振興費の3つの事務事業内で、
「事業に阻害要

●スポーツセンターの設備修繕（加圧給水ポンプ）に関して

因がある…」の評価コメントに一部加筆されたほかは

２カ年にわたる分轄発注や支払い。契約に代わる請書の作

仕事をせぬようにと指摘した。

主管課長の権限を越える契約事項であるにもかかわらず、

前年度と全く同じ記述でコピペそのもの。漫然とした

成がなされていない等、文書偽造と言える著しく不適切な

■市民課北口サービスコーナーでは、午前午後の職員

ントの問題。ホウレンソウ（報告、連絡、相談）も不十分。

比べ人数が多いのではないか。職員数について再考を

して指摘せずに事務処理を行った。

■前市政でＨ21より3年間実施した「地域のひろば」は

して報酬に関する予算の流用を行った。

業の捉え方もまちまち。今後の方向性を整理すべき。

事務執行が行われていた。担当課内の意思疎通、マネジメ

の入れ替え時に7人もいる時間帯がある。業務内容に

●会計課における事務処理も問題。不適切な伝票に対

求める。

●自治法22条2項（予算流用禁止に関する条文）
に反

名称だけで、25年度は何の実績もない。部署によって事

心配されるレファレンス機能の低下
ビジョンなき光図書館の業務一部外部委託化に反対！
！
今回の補正予算では、27年度より、光図書

しい今日ですが、自治体の図書館業務にお

た。しかし、新たな図書館政策が提案されるわ

スの提供が重要であると考えます。これこそ

がるのか納得のいく説明はありませんでした。

じる図書館業務の肝といえ、レファレンスそ

館の一部を外部委託するとの提案がされまし

けでもなく、どのようにサービスの向上につな

水曜日週一回の夜間開館も提案されまし

いては職員との直接対話、顔の見えるサービ

が地域の市民のニーズを汲み取り求めに応

のものです。これは地域福祉の重要性が求

たが、一年間の試行開館では0.1%から2%

められている昨今であればなおさらです。

問が残ります。また、直営と委託の業務の棲

属し人件費削減を進めています。ビジョンな

の利用実績に留まるなど、その必要性に疑

み分けについては今後、仕様書で明らかにす

るとの答弁にあきれるばかりです。

IT化が進み電子図書などの普及も目覚ま

コスト面では、すでに臨時・嘱託職員を配

き外部委託が目的化した提案は容認でき
ず、本、債務負担行為補正予算議案には反対

しました。
（なお、議案は賛成多数で可決しました）

【レファレンス】…図書館利用者が、何らかの情報や資料を求めている場合、図書館職員がそのニーズ
に対し情報や資料を提供、提示する等の援助及びそれにかかわる業務のこと。

平成25年度政務活動費について
前52号にてお伝えしていた25年
度分の政務活動費（年間24万円）の
報告をします。

（国分寺市議会では使途の透明化を図るた
め、収支報告の際には関係書類、一円から
の領収書の添付が義務付けられています）
収入
支出

政務活動費

研修費
調査視察費
通信費
資料作成費
資料購入費
議会報告費
広聴費
その他の経費
合計
差引残高

240,000円

67,300円
130,870円
0円
0円
63,237円
0円
0円
0円
261,407円
−21,407円

（超過分は自己負担）

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
佐渡ジュニアサマー野外活動交流会について

【一般質問より】

皆川りうこ 社会教育の一環として実施している
が、観光的要素が多い内容だ。佐渡市は、農業
世界遺産登録、ジオパーク日本認定されている。
皆川りうこ 基本計画、組織目標は計画、実行、 学習的要素を取り入れる点や日程等見直しせよ。
評価、改善PDCAが重要。前例踏襲、漫然とし
教育部長 佐渡市と協議の上総合的に判断する。
た業務ではない日々の業務改善が重要。

外部委託だけが行革ではない。
意識改革を！

政策部長 PDCAを使いこなせるよう。信頼さ
れる職員、資質の向上に努めることは重要。

多くの疑問を残す

国分寺まつりへの出店拒否

皆川りうこ 指定管理者制度開始から10年。評価は？

―政治的意味合いとは何か？市の責任は大きい―

政策部長 市民サービス向上、地域雇用等良い点
の一方、公金横領、故障物件の放置等、業者丸投げ

的な意味あいのある団体はまつりに相応しく

で職員側のマネジメントの問題は反省すべき点だ。
皆川りうこ 「指定管理者制度の方針」では市民サービ

多くの市民が参加する国分寺まつりに「政治
ない」
との理由で、
「国分寺九条の会」
「ちょっと
まって原発の会」
「Bye-Bye原発 国分寺の会」の
出店が許可されませんでした。昨年まで出店して

スの向上と17か所も記載されているが異なる実態有。

いたのに、
どういうことでしょうか。

政策部長 しっかり肝に命じなければならない。
検証し、改善を進めたい。

会（市民団体、公募市民が参加）で決めたとの

皆川りうこ 市民から信用される市役所の一つとして

議会の質疑に対して市側はまつりの実行委員
一点張りで市には責任がないかのような答弁

問合せに対して、おおよその回答期限を設けよ。

です。
しかし市は国分寺まつりに約４６０万円も

政策部長 市民ニーズをくみ取り、納得できる
説明をするよう努める。期限の約束は難しい。

り構成される
「国分寺まつり推進委員会」
や2人

職員のメンタルヘルス、
ケアが必要

てのまつりであり市が関与しているのに、毎年

皆川りうこ 地方公務員の精神疾患による病休が

メンバーが入れ替わる市民で構成される実行

の補助金を支出しています。また、部課長によ
の臨時職員が任用される
「まつりの実行委員
会」の事務局は「市」です。
このように市を挙げ

10年間で2.4倍増えているとの報道あり。職員の
健康管理は重要だ。ストレスチェックの実施を。
総務部長 項目等検討を要するが実施の方向だ。
皆川りうこ 自殺 対 策の一つゲートキーパー

委員会だけの意思といえるのでしょうか？
当該団体からの面談の申し入れに対しても市側は

活動日誌

（一部省略）
※議会関係は太字

７月12日（土）〜１３日（日）
フェミ議 サマーセミナーIN佐渡
14日（月） 柏崎刈羽原発見学
海岸より柏崎刈羽原発
を臨む。

原子炉についての説明を
受ける。写真は実物の５
分の１の大きさの模型。

17日（木） 東京都後期高齢者医療広域連合
議会 議案説明
18日（金） 地域福祉計画ＷＳ
19日（土）「脱原発のための文化論」なかにし礼氏
２1日（月）〜２２日（火）
福島を忘れないシンポジウム
２３日（水） 総務委員会
２４日（木）
・２５日（金） 社会福祉セミナー
２６日（日） レベルアップ放射能講演会「自分の
子どもを守るために」 川根真氏
23日（水）~２６日（日） ラジオ体操参加
28日（月） 建設環境委員会
29日（火） 平成26年後期年度第一回高齢者
医療広域連合臨時議会
地域福祉計画 子育て・子育ちい
きいき計画部会 傍聴
３1日（木） 文教子ども委員会
８月5日（火） 国分寺駅北口再開発事業
工事説明会
7日（木） 国分寺市男女平等推進委員会 傍聴
8日（金） 厚生委員会
13日（水） 国分寺駅周辺整備特別委員会
15日（金） いわて助産師による復興支援「まん
まる」代表佐藤美代子さんと懇談

取り合いません。市が責任をもって政治的意味合い
等について誠実に説明すべきです。このままでは、
市民同士の不信感につながることも懸念されます。

研修の現状は？

福祉保健部長 研修の継続と受講対象者を職員
以外にも拡大する。

「男女平等推進計画」
「DV基本計画」
母子支援相談員は嘱託職員一人で業務を兼任
している。一人では限界だ。体制強化をすべき。
福祉保健部長 課題であると認識している。

11月20日（木）
午前10：00〜12:00
午後 1：00〜 3:00

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
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場所／山彦荘
皆川りうこの会

皆川りうこプロフィール

ホームページもご覧ください→

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 DV等対応する職員の婦人相談員、

WELCOMEサロン

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/

18日（月） 会派説明会
19日（火） 議会における性差別アンケート集計
21日（木） WELCOMサロン
24日（日） 総合防災訓練 7小学校にて
25日（月） 地域福祉計画 高齢者福祉部会 傍聴
28日（木） 代表者会議・議会運営委員会
30日（土） 北の原地域センターまつり／
第43回 平和祈念行事
9月1日より３１日まで 第３回定例会
４日（木） 地域福祉計画策定委員会 傍聴
６日（日） けやきフェスタ／武蔵国分寺薪能鑑賞
７日（日） 第49回体育祭／日本自殺総合対
策学会設立記念フォーラム
１３日（土） 敬老会
15日（月） 生きづらいと思うあなたに〜生活保
護への差別、偏見をなくそう集会〜
20日（土）~21日（日）宿泊総合防災訓練 7小学校にて
21日（日）「こどもはやっぱり遊びで育つ」
認定NPO法人冒険遊び場
27日（土） 講演会「つなみ てんでんこ はしれ、
上へ」 作者 指田和さん
28日（日） ３小学校運動会
30日（火） 東恋6丁目 環境問題研究会
１０月２（木）「 どう な る 日 本 の 政 治 と 経 済
そして外交」福岡政行氏
４日（土） たまデモin国分寺／６丁目 防災の集い
５日（日） 国分寺障害児・者お楽しみ運動会

