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新たな年を迎えました。

告

報
議会

「国分寺市公共施設等総合管理計画」(案)
計画策定に国のソフト？国分寺市としての主体性が反映されるか？
本計画は、老朽化した施設を複合化・多機能化等により施設の維持、

思考停止はＮＯ！
昨年戦後70年の節目の年を
経て新年となりました。今年は
戦後71年となるわけですが、
これから先、
「戦後何年、80年、
90年…」との表現は永遠に続く
のだろうかと考えてしまう今日
この頃です。
ひたひたと迫りくる見え無い
足音と大きな権力。政治について
自由に話ができなくなるかも？
そんな不安を持つこと自体が異
様で異常です。その様な社会に
「ＮＯ！」の意思表示が大事。
18歳からの選挙権が行使で
きる年です。一人ひとりの存在
は小さいけれどもあきらめずに
考える。声を出す。行動する。
思考停止こそＮＯ！少しでも一歩
でも前進する一年としましょう。

更新、延命を図り、適切な施設の配置等、再構築をしようとするものです。
計画（案）
では市内文化系施設、社会教育系施設、学校教育系施設、子育

て支援施設…その他と市内施設を10分類されています。
公共施設等整備検討特別委員会での皆川質問の一部

皆

川

行政改革担当部長

「公民館が社会教育施設ではなく文化系施設と
して位置づけられている理由は？」
「国のソフトに合わせて分類した」

市の施設は、施設の設置条例や法律に基づいて設置され政策が進められていま

す。国ではなく市の施設であるにもかかわらずその点を抜きに分類してしまうこと

に疑問を感じての問いでしたが、答弁では市の主体性が感じられませんでした。
新たなコストをかけて分類せよ、
ということではなく、市の政策とリンクする施設と

してとらえた上で進めなければ、市民の理解も得らないことから分類に何等かの
工夫が必要と考えます。公共施設をハード面のみでとらえるのではなく、市の政策

とどのようにリンクもするのかも重要です。今後もしっかり注視して行きます。

保育園の民営化の議案継続
現在は公設公営の日吉保育園が、今年の4月よりサービスの向上とコ

スト削減を目的にとして運営形態が民設民営に変更されます。
それに伴

う事業者の選定等の準備は既に一年ほど前より始まっています。

今回、提出された議案に伴う資料によって保育園舎の譲渡を前提とし

た協定書がH26の11月に交わされていることが判明しました。
しかし、
財産の譲渡は自治法９６条の規定により議会の議決が必要です。改めて
適切な協定書とするため民営化に関わる議案は継続となりました。市内

保育園の増設、民営化と保育環境も大きく変わる中、市民に信頼が得ら

れるよう事務手続き等も慎重に遺漏なきよう進めるべきです。

ひまわりコンサートでは、国分寺市内小中学生による演奏を聴き、心が洗われる気持になりました。
これからの10年、20年と平和な社会を、
バトンタッチできる
のだろうか？そんなことを考えながら聞き入ってしまいました。

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
皆川りうこ 継続した活動や職員がいることが

【一般質問より】
（一部抜粋）

公民館の特徴。それを十分に認識しかつての
平成２８度の歳入について
「オシエ、
ソダテル」
と上からの教育ではなく、
市民自身学習し考えることが重要。
利用者マナ
皆川りうこ 特定財産収入については地道な業
務だが歳入として重要だ。予算の計上額は？ ーについても課題として取組むことを求める。
担当部署の体制強化についての考え方は？
政策部長

予算額について所管課と協議中。

総務部長 業務内容の確認、人事配置につい
ては十分な検討が必要だ。

介護保険制度

介護予防が3つに細分化!?

皆川りうこ 介護予防については福祉だけでは
なく教育等との連携も必要と求めているが、
庁内連携、取り組み状況は？
福祉保健部長 これまでの一次予防、二次予
防が一般予防事業となる。様々な社会参加、社

人事管理、ストレスチェック、
接遇・窓口対応・職場環境
皆川りうこ H27年12月1日より法律によりストレス

チェックが義務化されるが、導入の準備状況は？
職員の現状は？【H26年12月議会でも質問】
総務部長 Ｈ28実施に向けて予算要求している
ところ。Ｈ26病気休暇は66人。精神疾患による
休暇は16名、前年度より6.1ポイント増加している。

会活動も含め広く介護予防としてとらえている

こと等市民に伝え、庁内連携も進めていく。

事業者連絡会での説明で「改正内容が複
雑で良くわからない」
との声がある。現場
の声を聞き、都や国に問題点など声を出し
ていくべきことも求めた。

皆川りうこ 現在は、各段に接遇、窓口対応は
高次脳機能障害への理解促進を…
良くなっているが、まだ十分ではない。職員
が居眠りをしているとの目撃情報もある。 軽度外傷脳損傷（ＭＴＢＩ）
H15作成の職員向けの基本的なマニュアル
皆川りうこ 高次脳機能障害については医師で
「窓口サービス秘伝書、達人への道」
は10年 も十分に理解していない例もあると聞く。
パ
以上経過。見直しが必要ではないか？
ンフレット作 成 の 際 には 、ＭＴＢＩ（ Ｍ i l d
について記述し医者に
Traumatic Brain Injury）
総務部長 現状の様々な事案等あり、そのあ
も配布を要望する。
たりも反映し見なおしが必要と考える。

福祉保健部長 パンフ作成の折には検討する。

持続可能な社会づくり
国連ＥＳＤを基本とした公民館づくりを

(Education for Sustainable Development)

で
皆川りうこ 公民館大会（国分寺市が会長市）

は、神戸大学末本誠氏により
「公民館の目指
す方向としてESDが重要」
との講演だった。
公民館は学校と同様に環境、貧困、人権、平
和、男女平等、開発等の課題につながる新た
な価値観や行動を生み出し、その担い手を生
む教育が重要でESD推進に欠かせない役割り
があると言われている。市としてその認識は？
社会教育部長 特に国分寺では、地域課題をと
らえ、
その解決方法の学習、地域へ還元といっ
た取り組みをしている。
まさに持続可能な社会
づくりであり活動している。

皆川りうこ 公民館保育室も40年以上前より、

保育の社会化として意義ある活動。地域づく
りの担い手も輩出されている。今後の可能性
についてはどうとらえているか？

社会教育部長 地域会議、防災講座など含め、
保育室活動等様々な事業を通して地域課題の
解決につながること等公民館の役割がある。結
果として地域で活動する市民が育つと考える。

ホームページもご覧ください→

皆川りうこ 都の事業として高次脳機能障害支援
普及事業、専門リハビリテーション事業があり
東京都北多摩西部医療圏の自治体で構成され
ているが、その会議に国分寺市は委託先のみ
出席だった。市の職員も出席すべき。
福祉保健部長 次回より参加する。

WELCOMEサロン
議会報告、
お茶を飲みながら
フリートーク

2月14日（日）

OKストア
コインP

駐輪場
サーティワン
三菱東京
ファミリー UFJ銀行
マート
パチンコ

午後 3：00〜5:00
場所／山彦荘

皆川りうこの会

ドラッグ
ストア

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27日(火) 例月(9月)出納検査／6小50周年記念式典
29日(木) 東京都道路整備事業推進大会
30日（金） 市川房枝政治参画フォーラム2015
（一日目）社会保障制度のこれから等
31日（土） 公共施設シンポジウム／市川房枝
政治参画フォーラム2015（二日目）
11月1日（日） 国分寺まつり
2日（月） 国分寺駅整備特別委員会（傍聴）／Stop！
多様な教育確保法案（シンポジウム）
5日(木) 第一回 定期監査等事前協議
6日(金) 建設環境委員会
7日（土） 映画「むかしMottoの町があった」
8日（日） 国立ハンセン病資料館 企画展
9日（月）から10日（火）財政研究会視察（奈良市・生駒市）
11日(水) 第一回定期監査等本監査
12日（木） 芸能大会 いずみホール
13日（金） 介護保険相談会
14日（土） 第56回 関東甲信越静公民館研究大会
「公民館その新たな可能性」〜東京発
戦後70年の温故知新〜ルネ小平
15日（日） 東 恋 6 丁目「 防 犯 講 演 会 」／
国際交流フェスタ
（国際協会）
17日（火）「LGBTってなあに」ひかりプラザ
20日（金）「障害のある子どもたちの思春期
その理解と支援」加瀬 進氏
21日（土） 防犯リーダー講習会/高次機能障
害シンポジウム 品川きゅりあん
22日（日） ぶんぶんウオーク ブックタウン他
24日(火) 例月(10月)出納検査
25日(水) 事前協議 監査
26日より12月18日まで第4回定例会
28日（土） 都市マスタープラン市民説明会
29日（日） ミニコンサート すまいる
12月5日（土） 人権のつどい「義足のアスリート」鈴木徹氏
6日（日） 東恋6丁目 もちつき大会／環境まつり
／「子どもが選ぶ学びの場」奥地圭子氏
12日（土） けやきの杜 活動報告会／第10
回ロビーコンサート 本多公民館
14日（月） 講演会「子どもたちに寄り添う〜いじ
め・虐待・非行の現場から~」坪井節子氏
17日（木） 東京都景観計画の変更（素案）説明会
19日（土） 障害者週間「みんなニコニコのび
のびと」作品展示会/社明運動「吹
奏楽ひまわりコンサート」
21日（月） 防犯カメラ説明会
24日(木) 例月(11月)出納検査
26日（土） 公共施設整備総合管理計画（案）
市民説明会
2016年
1月5日（火） 国分寺市障害者自立支援協議会（傍聴）
7日（木） 出初式 1中
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

