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第一回定例会（２月２０日～３月２３日）２７年度予算が可決。２７年度予算が可決。 
しかし残る課題も…しかし残る課題も…

　予算全体としては、臨時財政対
策債を借りず本来の意味の収支
均衡が予算となったことや、公債
費も全体で12.4％、約6億の減と
なり償還が進み、財政調整基金に
も7億6645万4千円の積み増しと
財政の弾力化に向けた取組みがな
されたことは評価できる点です。
　他方、大きな問題となった点は、
国分寺駅再開発地内に予定され
ている地下駐車場について、機械
式の導入ありきで半ば強引な説

明や競争性の働かない一社のみ
の選定であったこと。政策形過程
も不透明な点もあり、2度の資料
差し替えなどで厳しい質疑がなさ
れました。市として、手法について
は新年度改めて検討するとの考え
を示しました。残された課題があ
るものの、政策とも一致する点を
評価し今回は賛成しました。27年
度予算は賛成多数により可決さ
れました。
（個別の質問については、2面に記載）

３月８日は国際女性デー。男女平等を進めるために女性議員を増やそう！ 渋谷でのイベントでは “Break the Chain” 鎖を断ち切ろう　女性への暴力をなくす
キャンペーン one billon rising のテーマソングに合わせてのフラッシュモブを初体験しました。

応援します！ 

生きる力
正します！ 

税の使い方

生きる力

税の使い方　第一回定例会の中で、27年度の予算審査については8日間行われ、
行政のチェック機関として多岐にわたり質疑をしました。一方の行政
側は資料の差し替え、答弁の保留、本来は課長がすべきところを部長
が答弁する場面も散見され次年度に課題を残したと言えます。

高齢者・障がい者
高齢者、障がい者・児の尊厳が尊重さ
れる社会に！

教育・子ども
子育て環境で子ども自身が不利益を
被らないような対応を！

健康づくり
国分寺市健康づくり推進条例を見直し
心の健康についての施策の再構築を！

自殺対策は生きる支援
若い世代が生きる力を発揮できるよ
う、支援・取り組みが必要！

ごみ、環境、防災、交通、エネルギー
2011年東日本大震災後のエネルギー
政策が注目されています。過剰にエネ
ルギーを消費しない生活への転換を！

DV対策、性的少数者
人権・男女平等の推進

多様性を認め合う社会、環境づくりが
大事！

市民参加・説明責任
自治基本条例・情報公開・

自治基本条例は公権力を抑制するた
めの条例、機能しているかが問題。

職員の意識改革・人事
行財政改革・内部の業務改善、

外部委託だけが行政改革ではない。
最大の行政改革は、内部の改善・職員
の意識改革。

予算特別委員会では次の項目について資料請求しました。

①進行管理の事業一覧表（H26年）執行計画書
②まちづくりセンター、市民活動センター移転予定に伴い
　これまでの違い、メリットデメリット、今後の活動の展望、協働事業の可能性等
③業務プロセス分析　業務の委託内容について
④介護保険制改正に伴い　総合事業導入に向けて市の準備状況
⑤生ごみ堆肥化事業の一覧
⑥H26年度の再任用職員の配属先
⑦財政フレーム政策的経費の内訳がわかるようA3版の資料
⑧スクールソーシャルワーカー≪SSW≫の現状について　業務内容、人数など
⑨東日本避難者の現状　支援策等
⑩国分寺駅北口サービスコーナー　人員体制、事務事業評価シート
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商工会新春講演会「落語で学ぶ会
社経営と事業継承」木崎海洋氏／
賀詞交換会／「この国でジェンダー
平等が遅れたわけ」上野千鶴子氏
議会運営委員会／ごみ対策特

別委員会／東京都後期高齢

医療広域連合議会 議案説明

（府中自治会館）

北の原厚生会 新年会 
建設環境委員会 傍聴／「北町
ルートぶんバス」に試乗
高齢者福祉計画・介護保険計画
等事業計画案 説明会（市役所）
厚生委員会（午前のみ）／６丁目 
環境問題研究会／障害者自立支
援協議会 傍聴（いずみプラザ）
国分寺駅特別委員会 傍聴
東京都後期高齢医療広域連

合議会（区政会館）

新成人を祝う会（手をつなごう親の会）
厚生委員会（午後より）
会派説明会
講演会「咀嚼、嚥下、誤飲予防
について」国分寺難病の会　
「明るく楽しく、脱原発」湖西市長 
三上 元氏（ちょっとまって原発の会）
第53回東京都市議会議員研
修「人口減少時代をどう乗り
切るか」増田寛也氏　
教育フォーラム「不登校・引き
こもり地域に求められるもの」
奥地圭子氏
応急救護講習会　東恋６丁目
「田原総一郎と国分寺の未来
を語る」（小室哲哉ホール）
代表者会議／議会運営委員会

WELCOM　サロン
たま広域資源循環組議会

（府中自治会館）

代表質問　
障害者、子育て、子育ち等計画
説明会（Lホール）
地域の安心・安全を考える会
未来をつなぐ地域の輪　～助
け合える地域を作るために～
女性と政治キャンペーン　渋谷駅
前にてPRイベントフラッシュモブ
（全国フェミニスト議員連盟主催）
第一中学校　卒業式
第三小学校　卒業式

1月15日（木）
　

16日（金）

18日（日）
20日（火）

　25日（日）

27日（火）

28日（水）
29日（木）

31日（土）
2月3日（火）
４日（水）
７日（土）

８日（日）

10日（火）

11日（水）

14日（土）
15日（日）

18日（水）
19日（木）
20日（金）

21日（日）
23日（月）

3月7日（土）

8日（日）

　　　
20日（金）
24日（月）

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

1957年
1995年
　

2007年

2008年
2009年
2010年
2011年

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（文学部 臨床心理学科）
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/

20日から3月23日まで　第１回定例会

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

【予算特別委員会での質疑】
（一部抜粋）

介護保険制度の改正・介護予防介護保険制度の改正・介護予防

皆川りうこ 市民課北口サービスコーナー等の
出先機関でも「転出届」の手続きができるように
すべき。（現在は本庁でないと手続きができない）

可能か否か含め調査、検討が必要。副市長

27年度は嘱託一名増員する。生活福祉課長

そのような方向で進めたい。高齢者相談室長

皆川りうこ 介護保険制度改正に伴い、地域支
援事業、総合事業については1年の準備期
間を経て、28年度より1年前倒しで開始の
予定。部、課内一丸となって取り組むように。

入浴事業は再開の予定はない。高齢者相談室長

皆川りうこ 介護保険制度に移行しないために
も一般施策での介護予防策事業の充実は
重要。廃止された入浴事業については再開
することも検討すべき。その際は、料金の件、
マナーについて等利用者とともに検討せよ。

障害者虐待防止対策支援事業障害者虐待防止対策支援事業

国分寺市障害者虐待防止ネッ

トワーク設置要綱に基づき開催される過去の

実績に合わせての数字となった。

障害者相談室長

皆川りうこ 予算が昨年より減額されているの
は何故か？

生ごみ堆肥化生ごみ堆肥化

量の制限を設けた。料金問題

も含め検討する。

ごみ対策課長

皆川りうこ 生ごみ等でできた堆肥をごみ減量に寄
与している市民と何もしていない市民にも無料で
配布し、公平とは言えない。有償にするなど工夫を。

男女平等推進行動計画男女平等推進行動計画

男女平等施策は市としても重要。副市長

皆川りうこ 昨年の施政方針に記載されなかった
男女平等施策が今回は明記されたことは評価
する。国分寺市男女平等推進行動計画の見直
しにあたっては、固定的役割分業の問題等、男
女平等の本質を見失うことなく進めるべき。

地下水への影響は？地下水への影響は？

皆川りうこ 母子自立支援員・婦人相談員を一
人の嘱託職員で兼任する現状は業務内容的
に、また、他市と比較しても人員が不十分だ。

虐待防止の面からも充分な体制を虐待防止の面からも充分な体制を

市民サービス向上のために市民サービス向上のために

業務内容、職員の役割分担の

最適化、業務量に応じた適正な職員の定数管

理等について改善方策のために必要。

市政戦略室長

皆川りうこ 約1400万円もの委託料だが、本
当に必要な業務か？事務事業評価シートを
しっかり分析することが必要ではないか？

業務プロセス分析委託料業務プロセス分析委託料

皆川りうこ 東京都の補助事業で各学校に一
律5台設置。市は設置条例を制定するとのこ
と。その際は、市民の声を聞き国分寺市自治
基本条例、個人情報保護条例があることを
忘れずに充分に検討せよ。

通学路に防犯カメラの設置通学路に防犯カメラの設置

H２７年は１３３,０００円、H２６年は１５０,０００円で１９,０００円の

減額。この事業については開催が多ければよいもの

ではないので今後も実態に即して対応するよう求めた。

国分寺駅前再開発における地下水や湧水への影響につ

いて、国分寺市湧水及び地下水の保全条例に基いて審

議会を開催するように指摘。その方向で進めるとの答弁。

スクールソーシャルワーカー（SSW）スクールソーシャルワーカー（SSW）
SSWについて質問し、子どもをめぐる問題等の環境

調整の役割を果たしている現状を確認できた。

市のオンブズパーソンは、２７年度より２名体制となります。それに伴い報酬の見直しの議案も提

案されましたが、一時期とはいえ二人の報酬金額（月額１０万円と５万円）が異なるのは問題で

あるとして議案には反対しました。

国分寺市特別職の職員で非常勤の者の報酬

2014年10月～2015年1月の活動より

「明るく楽しく脱原発」Lホールにて
静岡県湖西市長と

女性と政治キャンペーン
（渋谷駅前にて）


