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市役所の職場環境は良好か？
〜職場の改善に向けて大きく一歩〜

市民の最終セイフテイネットであり、砦ともいえる市役所での職場環境はコミュケーションとともに良好で

あることが重要です。
これまでも研修等人事管理、ハラスメント
（いじめ・いやがらせ）防止対策について議会で

取り上げてきました。今回の一般質問では嘱託職員と同様に重要な業務を担う臨時職員の研修と合わせて、
様々なハラスメントを受けた際、無かったことにしないよう、組織としての対応策について質問しました。

ハラスメントのないことが第一ではありますが、
うやむやにしないためにも、市の姿勢である要綱や何がハラ

スメントかわかるように指針を整備することは当然のことです。

人事・組織 職員研修、
ハラスメント対策について

スメント防止対策の要綱が施行とな

った。組織的に対応する為の相談窓

その他の一般質問
その他の一般質問（一部）

皆川りうこ 職員研修は重要だが、
臨時職

命を守る福祉行政、地域福祉の
比を50：50としたことは評価する。 取り組み

ある。
その認識、見解は？

総務部長 セクハラのみならず、パワー

員は研修を受けにくい状況との声も
総務部長 業務上必要な知識、技術の

習得のための研修を受けることができ
ると規定されている。所属長のマネジ
メントにより検討すべき。
皆川りうこ 対象となる臨時職員は研修を受

けた際の賃金保障があることを周知せよ。
総務部長 当然、賃金は対象となり、全

庁的に取組みたい。
皆川りうこ 事務報告書に研修を受けた

口やハラスメント処理委員会の男女
改正した要綱の特徴的なことは何か？

ハラスメント、モラルハラスメントとい
ったハラスメントを追加したことは大
きな改正点だ。
皆川りうこ 被害者側の主張と合わせて公

正な対応ということでは加害者側から

介護保険制度と障害者サービス
皆川りうこ 障害者サービスの受給者であり
介護保険の適用年齢40歳から64歳に達
した場合、介護保険が優先されることにな
っているが、柔軟性を持ち、杓子定規では
なく、本人のニーズに即した対応をすべき。
保健福祉部長 両制度の調整を当事者や家

の聞き取りについても必要。見解は？

族と共に丁寧に行っている。

総務部長 もっともな指摘。公正な立場

「障害者差別解消法」市の取り組み

でしっかり聴取していく。

皆川りうこ 障害者差別解消法の施行に伴
い、対応要領の作成の準備状況は？

要綱ができたからといって濫用す

総務部長 作成に向けて検討していると

嘱託職員等の人数を記載せよ。

ることなく適正に運用すべきことも

ころだ。

総務部長 今年度より、工夫したい。

指摘しました。要綱、指針は組織と

皆川りうこ 障害者差別解消法に関する職

皆川りうこ 従来は、
セクシャルハラスメン

してしっかり取組むのだという市の

っていたが、それでは不十分なことか

者を出さないような職場環境づくり

トについては単なる苦情処理に留ま
ら見直しを求め、4月1日より改正ハラ

意思表示です。先ずは、被害・加害
に取り組むことが重要です。

員研修について正規だけではなく、臨時
職員も研修が受けられるように。

総務部長 臨時職員への研修も取り組む。
（二面に続く→）

今議会初日に、
甲斐よしと議員は委員会を無断欠席した件で陳謝しました。
さらに酒気帯び状態で議会に出席した等も判明し、最終日には同議員に対して問責
決議が提出され全員賛成により可決されました。議員としての責任が問われる事態です。

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
個人だけでなく家族支援を

社会を形成する一員として自覚を持つよう

皆川りうこ 福祉サービスを提供する中で家

族が抱える問題が見えてく場合がある。家
族支援、
ファミリーソーシャルワークの視
点での支援が重要だ。
保健福祉部長 庁内横断的に包括的に、世帯

全体を支えていく支援が必要と考える。

国分寺まつりに関する会議録が不存在！？

に進めていくことが重要。
皆川りうこ「こくぶんじ しろばら」
に5中校長が

「…選挙の時に争点となっている政策などにつ
いて賛成反対の立場の情報を収集、整理して自
分自身で考えることが大事。…」と書かれてい
る。このような考えを基に進めていただきたい。
2016年4月〜7月の活動より

皆川りうこ 国分寺まつりに参加していた市民

団体が不参加となり3年目。市民側から市
の補助金団体である国分寺まつり実行委
員会に、事務局として市の職員が関わって
いることから、職員の業務日誌や不参加の
経緯に関する会議録等の公開を求めたが、
「文書不存在」
だったことが判明した。
市の情報公開条例の趣旨を理解してい
れば不存在は有りえない。団体は趣旨を
理解しているか？補助金団体文書の公開
に係る規定に問題があるのではないか？
市民生活部長 規定の在り方もあるかもしれ

ないが，情報公開の理念が補助金団体に浸
透するよう説明していく。
皆川りうこ 市としては事務局として関わってい

るのだから、当然ながら文書を作成すべきであ
り、実行委員会の透明性を高めるよう求める。

18歳選挙権、主権者教育、政治教育
皆川りうこ 最近、
にわかに主権者教育と騒が

れるが日頃からの学校現場での取り組みこ
そが重要。既に学校では、明るい選挙の啓
発ポスター、環境ポスター、租税教育、人権
教育と様々な観点から取り組まれている。
教育長 選 挙 啓 発 の ポ スターに つ いては

1200編超の参加がある。日常の教育活動で
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

自治体学会、日
所属会員 自殺対策支援センターライフリンク、
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

ホームページもご覧ください→
【問い合わせ・連絡先】 TEL/FAX

財政研修会合宿（7月4日） キッチン栄にて
（5月27日）

お金について報告します。
平成27年度政務活動費報告
収入 政務活動費

240,000円

支出 研修費
調査視察費
資料購入費
その他の経費
合計
差引残高

81,660円
82,212円
74,314円
12,002円
250,188円
0円

皆川りうこの会 “Letʼs”

（H26年1月1日〜12月31日）

収入総額

1,951,128円

支出 政治活動費（機関紙発行）1,352,640円
36,828円
宣伝事業費
1,389,468円
合計
561,660円
翌年への繰越し額

WELCOMEサロン
議会報告、
お茶を飲みながら
フリートーク

8月23日（火）

OKストア
コインP

駐輪場
うどん屋

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 1：00〜3:00
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

４月9日（土） 市民防災推進委員会／６丁目自
治会理事会
10日（日） 万葉花まつり／「女性を議会へ本
気で増やす！女性参政権70周年
記念シンポジウム」
11日（月） 子どもの貧困対策研修会、豊島区
役所見学
17日（日） 市民活動フェステイバル
18日（月）「女性は政治を変えられるか」市
川房枝記念女性と政治センター
20日(水) 東京都市監査定期総会
23日（土） 防犯まちづくり委員会総会／P連
24日（日） 総会（3小）／6丁目厚生会総会
25日(月) 建設環境委員会
26日(火) 例月出納検査
28日（木）「本気で変えよう2016！」浜矩子氏、
奥田愛基氏
29日(金)~30日(月) 性暴力救護センター
全国連絡会第3回研修会 大阪市
5月２日（月） 認知症家族会
６日（金）「福島原発事故の実相」佐藤和良氏
／映画「あん」
７日（土） 映画「日本と原発４年後」/憲法記
念行事「あなたにできること〜いじ
めをなくすために〜」橋詰 穣氏
８日（日） 国分寺難病の会総会
12日(木) 公共施設整備総合管理特別委員会
行政視察(立川第一小学校)／日本
自治創造学会（12・13日の2日間）
13日（金） 並木公民館まつり
14日（土）「子どもたちは不安に生きている」
芹沢俊介氏他/6丁目自治会理事会
15日（日） 6丁目町内清掃/国分寺市総合防災訓練
20日（金） 市川房枝政治参画フォーラム2016
「教育が危ない！現場の課題を問う」
21日（土） ギャラリーウォーク／本多新緑まつり
22日（日） ひきこもりの長期化と高年齢化・
当事者の声 牟田武生氏
23日（月） WELCOMEサロン
25日（水） 6丁目井戸端会議 水質検査
26日(木) 例月出納検査
27日（金） 立川市 キッチン「栄」見学
28日（土） 全国フェミニスト議員連盟 総会、講
演会「社会的養護が必要な子どもたち」
日本女子大学 和泉広恵氏、
ゆずりは所長 高橋亜美氏
6月1日(水)より23日(木)まで第2回定例会
4日（土） P連 年度初め総会（４小）
11日（土） 6丁目 拡大班長会、理事会
12日（日） 消火器点検環境点検／むさしの
チャイルドライン総会
18日（土） 公共施設WS／語ろう！三多摩の
社会教育・公民館
19日（日） 6丁目防犯講習会
24日（金）「知的障害のある人への成年後見
人の支援の実態」星野美子氏
25日（土） 文化振興計画見直しWS/ 男女平
等推進行動計画見直しWS
28日(火) 例月出納検査／環境問題研究会
／障害者自立支援協議会傍聴
29日（水） 地域公共交通会議傍聴／男女平
等推進行動計画見直しWS
7月3日〜4日 財政研究会合宿 群馬県水上町
【訂正】60号に掲載しました高橋りょう子
さんの所属は民主党ではなく公明党です。
訂正してお詫び申し上げます。
問い合わせ・連 絡 先

TEL/FAX 042 ( 324 ) 4442

E-mail : riuko080@ybb.ne.jp

