討議資料

応援します！ 生きる力
正します！ 税の使い方
国分寺市議会議員
み な

20

16

号

が わ

皆川りうこ
発行：皆川りうこの会

行

65

無所属

年 4月 発

告

報
議会

国分寺市東恋ヶ窪6-7-31

第一回定例会（2月19日〜3月22日）
H28年度の市長の施政方針に対して、皆川りうこは会派として代表質問、及び予算に対しての討

論を行いました。
８日間に及んだ予算特別委員会では、一般会計約408億円、特別会計を含めると
約708億の予算について多岐にわたり質疑を行いました。
今年度は市長の任期の3年目の予算編成となりま

他方、行政内部においては、現場職員の声が上司に

した。一部、不適切な予算計上があり、議案の撤回・再

届かず風通しが悪く、決して良好な職場環境とは言え

提案となったものの、各部局では事業の一つ一つの予

ない実態も明かになっています。財政の健全化を進め

算に対してゼロベース積み上げ方式により約6億円の

ることは重要なことですが、仕事に対するモチベーシ

基金積み増しをすることができました。
また、財源不足

ョンが上がらないような職場は問題です。

を補うための借金となる臨時財政対策債を借りない
等、手堅い財政運営と言える予算になっています。

新年度予算について、執行状況や政策的側面から
もチェックし提案もしていきたいと思います。

代表質問では （一部）
政策、財政、組織、人事など
市政運営全体について
財政、組
皆川りうこ 市長就任3年目の政策、

織について自己評価は？

市長 公約の実現と合わせて、長年の課題解
決に取り組んできた。充分な成果が得られてい

皆川りうこ 15年ぶりに嘱託職員の月額報酬の

抜本的見直しが行われたことは全体的に評
価する。嘱託が欠員のままの職場が生じない
ようにすべき。臨時職員についての課題は？

皆川りうこ 施政方針では、昨年との違いは
「女性活躍」が加わっているのみ。性的少
数者への理解等取り組みは？

市 長 他市との均衡を考慮して単価の見
直しをした。

市 長 女性の力を大いに発揮していた
だきたい。ＬＧＢＴについては講座や継発
活動を継続する。男女平等推進委員会で次

るとは言えないが引き続き努力していきたい。
皆川りうこ 市役所内部に関して、臨時職員など

職員の声が上司に届いていない、報告・連絡・
相談が不十分で風通しが悪い現状がある。
市長 自由な雰囲気で職員と直接触れ合う
機会を作り大切にしていきたい。
皆川りうこ 就任時、メールなどで市長に直接言え

るようにと述べている。その姿勢を貫くように。

皆川りうこ 施政方針では、経済状況の見通

しについて楽観的だ。物価上昇、賃金は追
いつかない、非正規問題、輸出低調、景気
足踏み等現状は厳しい。
市長 経済は生き物、期待したい気持ちを述べた。

人権・男女平等施策

福祉政策
皆川りうこ 地域福祉計画は実行性のあるも

期計画へどのように反映するか検討する。

のにすべきだ。新たな委員会が設置される
が、二重行政にならないか？

健康で文化的なまちを目指すための
財政確立！ではないか？

市 長 地域との連携、行政の押し付けになら
ないようにしたい。作って中身が入っていない、

皆川りうこ 就任以来記載されていた、施政

瓦解することのないようにしなければならない。
皆川りうこ 精神保健業務の窓口一本化は評
価する。今後、障害者差別解消については
条例化を目指してその準備の一年とせよ。
市 長

研究、検討していきたい。

方針の「健康で文化的な都市」の文言が
削除され、
「 …健全財政の確立」
との表現
に変更されている。財政の課題も重要で
あるので、加筆すれば良いのではないか？
市長 決して軽視したことではない。記載せ
ずとも承知していること。
皆川りうこ 外したこと自体が残念なことだ。

【映画「袴田巌 夢の間の世の中」】 冤罪事件「袴田事件」。袴田さんは、48年間もの人生が失われた上、
出所して２年経った今も精神が蝕まれ通常の生活を取り
戻せないでいます。
しかもいまだに死刑囚のまま。公権力で一市民の人生が狂ってしまった。権力を行使することは重く責任のあることです。

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
【予算特別委員会】
（一部）
【予算特別委員会において求めた資料】（一部）
①介護保険特別会計繰り出し金、介護給付費に関するもの
②特定財産収入に関して 実態がわかる資料
③嘱託職員と配属先
④高齢者見守り事業、高齢者地域支援事業、認知症カフェ、元
気高齢者地域支援、それぞれの事業内容等がわかるもの
⑤生活困窮者自立促進支援事業
⑥資源ごみの種類、量、
コスト、市民の参加人数など
⑦業務プロセス分析の委託内容など
⑧おもてなし、地域交流事業に関して
⑨都所有地に建設予定の公文書館に関して

かされていない。
③業務プロセス分析は職員の職務が限定
的になり硬直した組織になるのではな
いかとの懸念あり
④行政内部で情報共有できていない現実がある。

⑤職員衛生管理費のストレスチェックは
義務化された。多くの職員に受けてもら
いたいが、風通しの良い、
良好な職場環
境づくりが大事な視点だ。
⑥予算議案が再度提案となった体育施設
自動券売機借り上げ事業に関しては、
コミュニテイの醸成が目的の
見積もり時点でゼロベース予算が活か
国分寺まつり
されていなかった。
「コミュニテイの醸成」 ⑦無作為抽出による市民参加は否定しないが、
皆川りうこ 事業の目標が
参加したい市民を排除することがないように。
とあるが市民が二分される実態が生じている
ことは問題。実行委員会での判断も限界では
ないか。賛成・反対の意見があるまま3年目と
なるが、避けるべく努力すべき。

評価できる点、できない点は様々ありまし
たが、これまで一般質問等で取り上げてきた
課題改善に向けての予算編成となっていたこ
文化と人権課長 実行委員会の判断による。
ともあり、総合的に判断して賛成としました。
※市長にも見解を求めるも課長の答弁に留まる。
（会派としては賛成５人、反対一人）

嘱託職員について
「5年で職場変更す
皆川りうこ 一般職の場合、

る」件について以前、確認しているが、特殊事
情がある場合、継続もやむをえないのでは？

職員課長 人事の刷新を図るためにも、5年勤務
して新たな職場への配置が基本と考えている。

2016年1月〜4月の活動より

①代表質問（2月21日）

②要請文（政治分野における男女平
等に関して）提出。フェミ議共同代表
の成田市議会津さんと（2月15日）
③国分寺市議会議員研修にて

①

講師の渡辺さんと
（2月5日）

討論では （一部）
代表質問、予算特別委員会での質疑を基本
とした内容を盛り込んでの討論としました。

前向きな答弁、評価する点
①臨時財政対策債を借りない予算編成
②ゼロベース予算編成により、約６億の基金積み増し
③15年ぶりの嘱託職員の報酬抜本的見直し
④保育園誘致の取り組み
⑤精神保健業務の窓口一本化
⑥認知症カフェ開設等高齢社会に向けての取り組み
⑦ＤＶ等相談窓口の案内パンフレットを
男性トイレにも配架するように
⑧学校における洋式トイレの改修
⑨若年層に対して健康診断の取り組み拡充

指摘事項、問題と思われる点
①「健康で文化的な都市」を外したことは問題
②事務事業評価シートの指標が評価に生

ホームページもご覧ください→
【問い合わせ・連絡先】 TEL/FAX

②

WELCOMEサロン
議会報告、
お茶を飲みながら
フリートーク

5月23日（月）

③

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 2：00〜4:00
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/

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

活動日誌

（一部省略）
※議会関係は太字

１月９日（土） 清掃センター周辺自治会 住民説明会
11日（月） 成人式
12日（火） フェミ議 パワーアップ講座
13日(水)〜15日(金) 監査・現地調査
２０日（水） 図書館運営協議会 傍聴
２１日（木）「めざせ元気、こけないからだ」岡山県
津山市職員
２４日（日） 講演会「互いに違いを認め合う社会 私に
もできる具体的な行動」障害者差別解消法
26日(火) 例月(12月)出納検査／環境問題研究会
２８日（木） 国分寺駅北口 交通広場修景計画市民懇談会
29日(金) 建設環境委員会
２月１日（月） 認知症家族支援懇談会
２日（火） 多摩地区公立図書館大会
３日(水) 第２回定期監査事前協議
５日（金） 国分寺市議会議員研修 渡辺孝義氏
／東京都公文書館建設計画説明会
６日（土） 国分寺小中特別支援学級 合同学
習発表会／難病の会 新年の集い
７日（日） 第３回多様な学び実践フォーラム
日本フリースクール大会
８日（月） 財政研究会「2016年地方財政計画」澤井勝氏
11日（木） 介護予防・日常生活支援総合事業市民説明会
東京都市議会議員研修
15日（月） フェミ議要請文提出 内閣府、総務省
１７日（水） 代表者会議／議運
2月19日(金)〜3月22日(火) 第1回定例会
21日(日) 本会議 代表質問
２２日（月） 地域包括支援センター 運営協議会 傍聴
24日(水) 例月(1月)出納検査
２７日（土） 映画「増田進さんと生きる」／「成年
後見制度の基本理念と後見人、求
められる姿勢について」池田恵理子
氏／「紙の本は滅びない」福島聡氏
２８日（日）「いじめのない世界で大きくなり
たい」三坂彰彦氏
３月５日（土） 難病の会 学習会／いずみ春の祭典
12日（土） ZUNDOKOデモ／6丁目自治会 理事会
13日（日） 第1回福祉センターまつり／異世
代交流事業 ２中の還暦を祝う
１８日（金） 一中卒業式
１９日（土） 小惑星kokubunji企画展／生きがい
交流展、発表会／自殺総合対策学会
２４日（木） 七小卒業式
２７日（日） もとまちプラザまつり／動植物調査報告会
２８日（月）「戦争する国No！暴走政治Stop！共
同を広げる市民の集い」金平茂紀氏
２９日(火) 例月(２月)出納検査
３０日（水） １中第１回定期演奏会／フェミ議世話人会
４月１日（金） 映画「袴田巖 夢の間の世の中」
３日（日） 東恋６丁目 自治会総会
４日(月) 監査・住民監査請求 意見陳述
５日(火) 監査・住民監査事務
６日（水） 三小入学式
7日（木） 二中入学式
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

