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正規職員と同様
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重要な役割を担っている!?

4月早々、短期間に12人もの嘱託職員が退職！
新年度早々、嘱託職員が多く辞めていることから、

12月には、職員のストレスチェックも義務付けられ

その実態と職員からの相談体制について質問しました。

ることもあり、今後ますます職員のメンタル面を含め、

事態。理由は様々で別な企業への入職、健康上の理由等

います。市民の最後の砦ともいえる市役所の職員力の

総務部長の答弁は「12人もの嘱託職員が退職し異例の

もあるが、職場の人間関係の問題で辞めたケースもある。
相談等上司に言えない場合は、職員課で責任をもって対
応するなど改善を図っていきたい」
というものでした。

建設環境委員会
（都市計画、
道路
問題、
ごみ環境問題等）
では

地下水保全のための
「雨水浸透ます」個人譲渡
の議案で行政の
お粗末さが露呈

ストレスを生まない職場環境こそ大事な視点となって

低下を招かないような、正規・嘱託等の人事マネジメ

ントなどの取組みが重要であると考えます。

明らかにコピペといえる記載漏れの

（他の一般質問は２面に）

が必要な場合、間違っても情報が漏れ

ある資料が配布されたのです。この点

るなどということがないように、職員

から、緊張感がなく漫然とした仕事をし

③「ひばり児童遊園」
を土地所有者に返

で皆川は、
「毎年同様な議案であること

は研修等しっかり取り組むように。

ている。改善すべき。」
と指摘しました。

還するための予算。この公園は、40年

議案第52号

高齢者と多くの方から愛され、住民によ

一般会計補正予算（第2号）
討論から
以下3点について述べ、賛成しました。

以上も前から地域の子どもから大人、
る公園管理もなされてきた公園です。
し
かし、今回、使用貸借地内での長年の不

適切な利用実態が判明しました。市と

して、
このような現状を知りながら改善

①国の制度では対象外となる市内に

してこなかったことや様々な場面での

幼稚園就園奨励金の計上。本来は子

対応には多くの課題や問題もあります。

25年度に個人宅に設置された104

むべきですが、今回、国分寺市独自で

中、返させざるを得ないのは忍びないと

産譲渡される議案が可決されました。

軽減を図ることにもなり、大いに評価

（H27.7.15 市報より）

ある、類似幼稚園の保護者に対する

協議記録もないなど、これまでの市の

育て環境の充実策として国で取り組

公園の公有地化を求める声も多くある

基の
「雨水浸透ます」
を当該個人に財

上乗せする予算計上は保護者の負担

ころです。
とはいえ、地権者の意向は無

議案では、個人情報に配慮して、番号

できます。
（3月に陳情採択）

に公園を位置づけることや新町周辺の

かし、個人が特定されるような地図と

ついては、DV,虐待問題等、特に配慮

進めることを求めました。

と名前のみで住所は明記しません。
し

②マイナンバー制度に関わる予算に

視できません。今後は、市内西側エリア
児童遊園の充実を図るため市民参加で

全国フェミニスト議員連盟では6月30日に
「集団的自衛権を行使する
「安全保障関連法案」
の廃案を求める決議」
を国に対して提出しました。

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

改選後の議会での所属委員会
所属委員会、特別委員会→建設環境委員会、公共施設等整備検討委員会
国分寺市議会初の女性の監査委員を務めることとなりました。
※このような日程で監査を行っています。

5月 27日
8月 6,20,26,27日
6月 29日
9月 1,30日
7月 13,15,17,23,24〜30,31日 10月 27日

11月 5,11,24日
12月 24日
1月 26日

2月 3,10,25日
3月 29日
※例月出納検査、定期監査等の
日程です。
（一部）

7月1日 日野市、小金井市、国分寺市の3市共同ごみ処理施設の
発足 設置、共同運営「浅川清流環境組合」
（一部事務組合）発足。

【一般質問より】
（一部抜粋）
男女平等推進行動計画の見直し

行政評価は機能しているのか？
事務事業評価シートの公表を！
皆川りうこ 業務プロセス分析は8年前も同様
な事業を実施している。無駄ではないか。
行政改革担当部長 業務の最適化のために、仕
事を最大10のプロセスに分析して、正規、嘱
託、臨時職員のやるべきことを判断する。

福祉保健部長 現 在 一 人では 厳しい 状 況 。
7月採用に向けて募集をしている。
皆川りうこ 改選前より提案している。LGBT（性的

マイノリテイ）を理解するための施策を位置づけ

※今後、125もの係を対象として2時間ほどのヒ
アリングを実施することが予定されている。福
祉分野などの相談業務等、業務プロセスの分析
をすること自体難しく、無駄があれば現場で解
決できるのではないか。しかし既に契約も済
み、業者も決定している。システムを導入して
良かったと思えるよう取組むことを求めた。

皆川りうこ 行政評価の基本として情報の公
表、提供は基本事項。
すでに何年も前から提
案しているが、事務事業評価シートをHPに
公表せよ。
行政改革担当部長 公表に向けて取り組む。

る生活支援コーデイネーターは制度の要と
いえる。直営で、正規職員が担うべき。
福祉保健部長 直営、一人配置を考えている。
皆川りうこ 地域福祉の担い手としての指定管
理者は、挨拶もしないとか以前より掃除に
問題がある等市民が利用したい施設として
の役割が果たされていないのではないか？
福祉保健部長 地域、近隣の方たちとの交流
を図り愛される指定管理者であるべき。

教育長 相談体制も整えていきたい。
文科省の通知文「性同一障害の生徒への対応に
ついて」が４月30日に各学校に届いている。こ
の中ではきめ細かな対応がもとめられている。

自殺対策のた
皆川りうこ 職員の理解も重要。

めのゲートキーパー研修にLGBTをテーマ
に取り上げて職員研修としてはいかがか？
福祉保健部長 研修を構築したい。
2015年4月〜7月の活動より

新たな会派です︒

皆川りうこ ケアマネージャーとは役割が異な

ることになっている。学校現場においても、教師
の理解を深め、言動などにも注意して欲しい。

財政研究会合宿
（群馬県利根郡水上町にて）

皆川りうこの会

﹁国分寺政策市民フォーラム﹂

介護保険制度の改正
地域包括ケアシステム・地域総合
支援事業・介護予防

ホームページもご覧ください→

婦
皆川りうこ 4月より増員される予定の母子、
人相談員、
いまだに一人は問題。

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

4月6日（月） 第三小学校入学式
7日（火） 第一中学校入学式
19日より25日 国分寺市議会議員選挙
26日（日） 投票日
27日(月) 当選証書授与式
28日（火） 東恋6丁目厚生会総会
30日（木） フェミ議世話人会
5月10日（日） 国分寺難病の会総会、ミニコンサート
17日（日） 国分寺市消防署合同総合水防訓練
／思春期問題自助グループ
22日(金) 第一回臨時議会（議会人事等）
23日（土） オハナ１０周年記念式典、現地見学
24日（日） 本多公民館新緑まつり
25日（月） 会派説明会
26日（火） 環境問題研究会
27日(水) 例月出納監査
28日（木） 都市計画マスタープラン市民説明会
29日（金） ひと・まち・しごと創生市民会議WS
30日（土） 恋ヶ窪公民館まつり／SSW講演会
「発達障害の子どもへのまなざし」
31日（日） こくぶんじ朝市／恋ヶ窪公民館ま
つり「イスラムを知ろう」新井卓夫氏
／チャイルドラインむさしの総会
6月1日（月） 人権メッセージパネル展／国際協
会外国人相談会打ち合わせ
4日（木） 代表者会議／議会運営委員会／
「ケアマネジメントのこれから〜
2 0 1 5 年の介 護 保 険を考える」
鷲見よしみ氏
６日（土） P連総会（３小）／フェミ議世話人会
８日より３０日まで第２回定例会
13日（土） 生ごみリサイクル交流会in多摩２０１５
14日（日） ６丁目防犯講演会／学習会「どう
なっているの？子どもたちの教科書」
21日（日） 社会福祉協議会ふくしのつどい
26日（金） 映画「日本と原発」武蔵野公会堂
27日（土）自 自殺対策支援センターライフリンク
総会
28日（日） 全国フェミニスト議員連盟総会・
講演会「女性議員の「活躍」とは？」
統 一 地 方 選 挙を振りかえって
（宇野重規氏）
29日(月) ５月例月出納検査
７月１日（水）「どの子も輝く学びの場をーイン
クルージョン教育を求めてー」尾
木直樹氏（北とぴあ）
２日（木）「ひと・まち・しごと創生推進会議」傍聴
４日（土） 都市問題公開講座「地方再生，
この道しかない？」
５日、６日 財政研究会合宿
11日（土） 防犯リーダー養成講習会
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、副議長等）
2015年 六期目当選 監査委員
自治体
所属会員 自殺対策支援センターライフリンク、
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

問い合わせ・連 絡 先

TEL/FAX 042 ( 324 ) 4442

E-mail : riuko080@ybb.ne.jp

