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第三回定例会（9月1日〜10月1日）

　今年の決算特別委員会では、監査委員を務めてい
る皆川は審査には加わらず別室にて委員会を傍聴し
ました。委員会での様々な質疑から、従来からの指摘
事項が改善されていないことや以下については重要
な問題と捉え本議案については反対しました。

①当該年度にすべき予算の流用を出納整理期間（新年度の4月か
ら5月末まで）に行った。
②本来すべき契約手続きではなく、分割発注により主管課契約をしていた。
③予算科目、款，項、目，節の自治法では禁止されている項におけ
る人件費の流用が判明。
④26年度予算では計上されていないのにも関わらず、年度途中に
おける歳出項目の新設があった。予算事務規則違反。
⑤厳しい財政の一方、障害者センターで3年で9千万円もの内部留保が判明。

　条例に基づき支払うべき受益者負担金307,230円
の安易な不納欠損処理が行われた。本件については
一昨年・昨年と、皆川含めて複数の議員が決算審査で
「長期間支払われないのは問題で、法的手段等によっ
て支払い催告すべき」と指摘してきた。しかし今回の質
問への答弁で、電話一本かけたのみだったことが判明。
これでは回収に向けての取り組みが無いのに等しく既に
負担している市民と不公平が生じることになり問題です。
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マイナンバー制度に関わる条例マイナンバー制度に関わる条例

多くの課題、心配、懸念についての解決

策が示されない中で見切り発車は危険

マイナンバー制度に関わる条例

防犯カメラ設置条例防犯カメラ設置条例防犯カメラ設置条例【皆川の反対討論（一部）】

　日本国内に住民票を有する赤ちゃん
から、高齢者まで12ケタの番号が付番
され、社会保障、災害、税の3分野での
活用がなされる制度としてスタートし
た。しかし、この９月の国会では、医療、
銀行口座と連動するなど民間への利活
用と対象が拡大する改正マイナンバー
法が成立した。個人情報が確認しやす
くなることで、国は行政事務の効率化、
脱税を防ぐとしている。
　しかし、このマイナンバーは次のよう
な課題、懸念などがある。

①既に制度を導入している海外では、不正入
手、なりすまし等の犯罪が後を絶たない。

②個人の貯蓄の把握により適正な課税な
どを目的して政府は2021年を目途に
預貯金口座との連結の義務化を目指し
ている。一方、人口の10倍もの預金口
座のチェックは可能か？海外への口座
開設で資産の海外逃避の懸念があり税
の公平性が保たれるかの懸念がある。
③検診履歴、予防接種の記録等の結び
つきでは個人の病歴がわかり、プライ
バシー侵害の危険性が高まる。
④住民票の住所に居住できない人たち
に児童手当など適正な給付が行われ
るかの心配がある。
⑤制度に対して国民の認知度が低い。
従業員の番号管理等重い責任が求
められている中小企業等で、制度へ
の対応策が不十分と言われている。

⑥個人情報の漏洩リスクを減らすには
情報の分散化が適切。しかし、一元管
理では、情報漏えいのリスクが高まる。
このような点から、マイナンバー制度
に関連する条例に反対しました。

【皆川の賛成討論（一部）】

　昨今の事件などでカメラ設置を望む
声もあり、市民の不安に答えるのも行政
の務め。地域福祉の視点から顔の見え
る関係を築いていくことも重要。決して
監視社会を助長することのないように。
個人宅の設置について言及されている
条例ではないが、個人であってもカメラ
の管理についても慎重にすべきと発信
する意味もあることから賛成しました。

可否同数のため議長採決 認定
下水道特別会計下水道特別会計下水道特別会計
全員反対 不認定

予算の流用➡既定の予算の金額を相互に融通して使用すること。歳
出予算についてのみ生じる。予算不足を補う例外的な手段。

不納欠損額➡既に調定した歳入が、督促等を行なったにも関わら
ず、納付されず時効が到来してしまい損失として処分した金額。

賛成多数 ➡ 可決

全員賛成 ➡ 可決
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地域福祉計画説明会
例月（６月）出納検査

防犯リーダー講習会
決算審査講評（各部）

建設環境委員会

定例会説明会
財政健全化判断比率等及び決算

審査等結果協議

もがれた翼　「家族の形」東京弁護士会
例月（7月）出納検査

代表者会議/ 議会運営委員会
北の原地域センターまつり
決算審査等意見書提出

防犯リーダー講習会
市民体育大会開会式
国分寺清掃センター周辺自治会
説明会/けやきフェスタ
東恋6丁目　防犯講習会　
例月（8月）出納検査／フェミ議世話人会
国分寺市障害者（児）運動会・お
楽しみ会
外国人相談会準備／3小 運動会
都議会にてフェミ議セクハラアン
ケート報告集の販売活動
防犯リーダー講習会
議員視察　エコセメント化施設

および二ツ塚処分場見学

朝市／さんさんまつり／障害者セン
ター プレイステーションまつり
映画「シロウオ」
　　　

学校公開授業（3小）
中央地区まつり／講演会「脳のこと
をもっと知ろう」医師　常喜達裕氏
総務委員会/フェミギ世話人会
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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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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、副議長等）
六期目当選　監査委員

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

問い合わせ・連絡先

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

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

21日�(火)から24日(金)まで　ラジオ体操

9月1日から10月1日まで　第3回定例会

７月13日（月）、15日（水）、17日（金）　決算審査事前協議

21日より23日まで会派行政視察
　　　　（飯山市、氷見市、射水市、黒部市）

の徹底で業務の改善を図ります

　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】（一部抜粋）

皆川りうこ 嘱託職員は４回更新し５年間勤
務。その後、再度試験を受けてこれまでとは
別の職場に配属される。しかし継続して同じ
職場に配属されている事例があり疑問の声
がある。今後の対応は？

ご指摘の嘱託職員は３名。今年度は、

市全体の人事の中でのことだったが、今後、

相当の理由がない限り別の職場に配属する。

総務部長

口腔環境に興味、関心を持ってもら

い、改善を図っていくことを育成することは重要。

教育部長

不足している理由など、総合的な観

点で、報酬も含めて抜本的な見直しを考えている。

総務部長

賃金見直し、業務等提案されている。

今後、報告をしていきたい。

総務部長

公務員の信用失墜に関わり懲戒処分に

付される場合もある。制度化に向けて取り組みたい。

総務部長

皆川りうこ 同じ職場内で不協和音とならない
ような配属を求める。子育て相談室では作
業療法担当は嘱託職場だが臨時職員で対
応。６月議会でも質問した嘱託職員が欠員
となっている職場の現状と対策は？

皆川りうこ 3・4・4号線や都道において、公共
の街路樹植え込み場所に個人的な植栽箇
所が散見される実態。街路樹が伸びて標識
が見えない場所もあり改善を求める。

皆川りうこ 嘱託、臨時職員の処遇等に関する
報告書がH２４年に策定された。PDCAの視
点で進捗状況を定期的に議会に報告せよ。

皆川りうこ 情報が対象者に届くように。例えば
駅に配架している市報とリンクして広報する
ことも検討せよ。事業評価は拡大、充実。困難
を抱えた人がSOS出せるような環境整備を。

嘱託職員
報告書はPDCAの視点で活かせ
嘱託職員
報告書はPDCAの視点で活かせ

効果的に周知できるよう努めていく。福祉保健部長

所有者を特定して改善に向け
て指導し、都の方にも改善を要請する。
都市建設部長

皆川りうこ 上司が部下を怒鳴る等の場面を市
民が目撃。市のセクシャルハラスメント苦情
処理要領では不十分だ。ハラスメントの定義
も明確にし、指針、規定の整備を急げ。

各種ハラスメント
加害者へ何らかの措置を含む規定を
各種ハラスメント
加害者へ何らかの措置を含む規定を

安全面、景観の面で街路樹の管理を適切に安全面、景観の面で街路樹の管理を適切に

生きることを支える自殺対策、「生活困
窮者自立支援策」は形骸化しないよう
生きることを支える自殺対策、「生活困
窮者自立支援策」は形骸化しないよう

皆川りうこ 現場の養護教諭の先生からの提案
で、本年度より中2での歯科検診が年に１回
から2回に増やすことは評価する。成長期の
歯科検診は大事な視点。乳幼児期の虫歯は

子どものころからの歯科検診の充実で
8020を目指す
子どものころからの歯科検診の充実で
8020を目指す

　昨年の都議会でのセクハラヤジ問題

に端を発して、全国フェミニスト議員連

盟では、女性議員を対象に各議会での

セクハラの実態を知るためのアンケー

トを実施し、報告書としてまとめまし

た。自由記述欄では皆さんからの驚く

べき生の声がたくさん寄せられました。

　圧倒的に女性が少ない議会の現実も

セクハラを横行させる要因となってい

るともいえます。

計画【Plan】　実行【Do】　評価【Check】　改善【Action】

ネグレクトの心配もある。途切れることなく
歯科検診を通じての健康管理を。

最終処分場の様子。
現在、不燃ごみのみ
埋め立ては44.7％
に達してます。

統廃合した高校の
旧体育館を活用し
た氷見市役所。

「性差別体験アンケート報告集」

全国フェミニスト議員連盟発行

《一冊：500円にてお分けしています。
　　　　　　　　　お問い合わせは皆川まで�》

　議員は何らかの理由で議会を欠席する

際「事故」とされます。しかし、出産の可

能性のある女性議員もいることから議会

の欠席理由が「出産」=「事故」ではなく出

産も正当な理由として位置づけられるよう

議会規則の改正がなされました。

第2条及び89条中「事故」を「出産その他

事故」に改める。

多くの女性が議員として活動する
ための様々な環境整備も必要です。

国分寺市議会規則の改正


