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新たな年を迎えました。

Building Back
Better

前にあった社会よりも
より良い社会を目指して復興しよう！

復興することが、社会的に作ら
れた様々な社会的属性（性的役
割分業など）に基づく不平等や
差別も元通りに復元しないよう
な社会を目指そう！

国分寺市東恋ヶ窪6-7-31

会
第四回定例１９
日）

地域福祉の拠点として （１１月２７日〜１２月
５つの公民館を活かさない手はない！
〜これまでのお上が「オシエ、
ソダテル」社会教育から脱却し、
地域福祉のまちづくりに向けた未来志向の公民館に変革を〜
市では現在、地域福祉計画策定

に取り組んでいます。その中で、

５つの公民館及び公民館運営審

議会（以下公運審）は地域福祉を

光
公民館

き施設や機能であると思います。

半世紀もの歴史ある公民館活

てきました。そこで活動する人が

ーガンの一端です。東日本大震災の発生
から4年目。
あれからこの社会は良くなって
いるとは言えず、憂慮せずにいられません。
集団的自衛権、特定秘密保護法、憲
法、原発、経済格差等と国民の多くが納
得しないままことが進む状況。豊かな時
代といわれる一方での子どもの貧困や虐
待、いじめ、自殺の問題。都議会でのセク
ハラヤジ発言、県議による不適切な政務
活動費の使途など議会の信頼失墜を及
ぼす問題と枚挙にいとまがありません。
とは言え、悲観的になるばかりではな
く先ずは、
身近な問題である市政の課題
に真摯に向き合い、明るい状況を作りだ
すことも必要です。あきらめずに取り組
む決意です。

もとまち
公民館

恋ヶ窪
公民館

産で地域福祉を進めるうえでも重

並木
公民館

型では進歩がなく、市が進める地

これまで公民館については、経

人材（人財）であり、それこそが財

お伝えした、復興に向けての世界的なスロ

本多
公民館

推進する上で、有効活用されるべ

動は人がいて地域と連携しつなげ

これは、2011年のニュースレター38号で

告

報
議会

要な要素です。
とはいえ、従来踏襲

域福祉づくりに対応するためにも

費面で他の事業に比較して高コス

その場合、公民館機能を高めるた

数の減、
また館長職や人件費の見

で、
５館の公運審の存在は今こそ

を進めてきました。今回の提案で

見直す点は多々あると思います。 トであるとして公運審の回数や人

め継続的に活動できることが前提

直し、主催事業予算半減等、削減

重要であると思います。

も財政面だけの見直しにとどまり

れているそれぞれの公運審を廃

ません。
これでは、今こそ求められ

今議会では各公民館に設置さ

単純に一本化したといわざるを得

止し、公運審一本化の議案が提

る地域福祉の推進に沿っていると

民館の将来像も示したうえの提

ました。

ては一 本 化してから検 討すると

民館事業については今後とも注視

案されました。本 来は今 後の公

は決して言えず、議案には反対し

案であるべきですが、これについ （議案は賛成多数により可決。公

の説明です。

していかなければなりません。）

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】
ＰＤＣＡが基本の市政

難病についての理解と周知の取り組みを

予算編成に向けて

「難病法」。当事
皆川りうこ 今年の5月に成立した

皆川りうこ 施策評価の実施３年目。何をどう

予算編成に生かすのか、具体例はあるか？

者への支援は当然だが、市民向けに難病につい
て理解を深めるよう学習会等の機会を設けよ。

政策部長 ＰＤＣＡの仕組み自体は２０年近い歴
史。施策評価導入し予算へ反映させるのは初

福祉保健部長 初めての指摘だが、誤解され
ることなく、周知等研究し進めていきたい。

年度だ。部長ヒアリングの中でチェックし制度

皆川りうこ 健康寿命の視点でも介護予防策を

進めよ。

を高めて予算編成に反映させる。
皆川りうこ 政策部長は当然だが、管理職全員は

担当部長 重要になるので適切に対応していく。

政策部長 胸を張ってとは断言できないが、マ
ネジメントするうえで課題もあり総務部長とも

虐待への対応策として体制強化を考えよ

行政評価制度を十分理解し運用しているか？

皆川りうこ 前回も提案しているが婦人・母子
相談員の体制強化をすべき。多摩地区の他
皆川りうこ 事務事業評価はＰＤＣＡの基本。 市で嘱託職員一人のところはない。
評価シートの記載を研修の一つとして位置
福祉保健部長 ひとり親家庭の自立支援は重
づけ、法令、条例、予算等自らの仕事を把握 要。人の増員で予算に関わる。認識はしている。
し改善点等気づくきっかけとする意味でも
市長 これから検討する。
一定の経験のある職員が記載する仕組みに
変えよ。
その際は記名を。
2014年10月〜2015年1月の活動より
相談の上、進めていきたい。

政策部長 理解するが、最終責任者は課長で
あり公開に値するものを作成すべき。職員が記
載するようになるとマネジメントが高い職員が
育つ。課によって差が出ていると認識する。解
決に向けて進めていきたい。

再開発は縮小の方向だが
管理職増員は何故？

中央地区まつり

皆川りうこ 都市開発部は管理職を増員したが、
組織として縮小ではなく、なぜ拡大の方向か？
政策部長 短期間での業務に対応するため。
市長 業務量に合わせて必要なところには必
要な人材を、先を見据えた配置。

WELCOMEサロン
議会報告、
お茶を飲みながら
フリートーク

2月19日（木）

午前10：00〜12:00
午後 1：00〜 3:00

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（文学部 臨床心理学科）
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

ホームページもご覧ください→

総合防災訓練「防災かるた」

広域防災拠点施設「そなエリア」見学

元NHKアナウンサー（元跡見学園
女子大学教授）広瀬修子さんと
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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」

http://minagawa-riuko.jp/

活動日誌

（一部省略）
※議会関係は太字

10月8日（水） 防災推進委員会研修会 そなえ
リア（東京都臨界広域防災公園）
9日（木） 全国地域安全運動市民の集い
（１中）
12日（日） 中央地区まつり
16日（木） 議会運営委員会／講演会「働く
人だけの悩みじゃない！介護職
員の現状と課題」竹信三重子氏
18日（土） 犯罪被害者支援講座「ストーカーは
何を考えているのか」小早川明子氏
19日（日） はばたけ！サンサン夏まつり（障害
者センター）／プレイステーション
まつり／外国人相談会（国際協会）
21日（火） 厚生委員会
22日（水） ごみ対策特別委員会／都市マス
タープラン地域懇談会
25日（土） 6丁目厚生会誕生会／市民福祉
講座「総合支援法」
26日（日） 講演会「脳のことをもっと知ろう」常喜達裕氏
27日（月） 介護保険運営協議会 傍聴
28日（火） 放射線像展／環境問題研究会／
学習会「障害児の家族支援 私ら
しく生きるために」吉川かおり氏
29日（水） 国分寺駅周辺特別委員会
3０日（木） 生活クラブ システム変更説明会
31日（金） たま広域資源循環組合議会
11月1日（日） 総合防災訓練（防災かるた 東恋6
丁目）、防災サミット
2日（日） 国分寺まつり
3日（月） 市制50周年記念式典・祭典
4日（火） 講演会「今こそ憲法の力をつけよ
う！」伊藤真氏
7日（金） 中学生のための「慰安婦」展＋セ
ミナー ＷＡＭ
８日（日） 北上ふるさと会
12日（水） 代表者会議／会派説明会
13日（木） 老人クラブ芸能大会
16日（日） 国際交流フェスタ 国際協会
19日（水） 後期高齢者医療広域連合組合議会
21日（金） 市内学童保育所見学
22日（土） フリースクールフェステバル（東京
シューレ葛飾中学校）
24日（月） 子どもと一緒に音楽で遊ぼう
25日（火） 代表者会議／議会運営委員会
11月27日より12月19日まで第3回定例会
29日（土） 第14回人権の集い
30日（日） きものフェステイバル／すまいる
20周年記念コンサート
12月６（土） 障害者週間記念行事「地域で共に
暮らし続けるために」
７日（日） 環境まつり／東恋６丁目もちつき
大会／講演会「若者の生きづらさ
に気づいていますか？」清水康之氏
９日（火） 防犯パトロール（東恋６丁目）
１０日（水）「知ろう考えよう学校現場におけ
るセクマイ」遠藤まめた氏
13日（土） H26けやき活動報告会／喫茶ほ
んだロビーコンサートXmasの夕べ
23日（火） 環境問題研究会
2015年1月7日（水） 出初式（1中）
11日（日） 新春を寿ぐコンサート
（ナレーション：広瀬修子氏）
12日（月） 成人式
問い合わせ・連 絡 先

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

2013年の2月より
「ごみけし君」
を使い始めて約2年。無理なく、
マイペースをモットーに。
１回の投入量約400gを月平均４回で10ヶ月
（夏場休止）続けると→
一年で約400 4 10＝約16,000g 市では様々な仕組で生ごみ回収を予定しています。皆さんも参加しやすい方法で生ごみ減量を進めませんか。
（皆）

