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平成27年度 決算審査平成27年度 決算審査平成27年度 決算審査

国分寺市議会の政務活動費の支給額は年間24万円です。使途については、中間報告として9月末日までの分の
領収書や視察調査の関係書類を議会事務局に提出し、チェックを受けます。最終的に年度末時点で提出します。

（一部）一般質問より一般質問より一般質問より

第3回定例会
（9月1日〜30日）

（二面に続く→）

　質疑の中では、地域センターの利用の申請書類の減
免に関わって不適切な書式が判明しました。これは歳
入とも連動する問題で、書式の改善を早急にすべきと
の指摘に対して速やかに対応するとの確認がなされて
います。また、分割発注とも思われる契約、指定管理者
の評価ではその経過における疑問等指摘もありました。
しかし、昨年に比べ、全体的には事務執行の改善が見
られ、基金の積み増しもなされるなど財政の健全化に
向けての取り組みは評価できるものです。平成27年度
一般会計については賛成多数で認定されました。

単年度収支額は、一般会計と特別会計を合わせ7億7,126

万3,552円といずれも黒字となった。

決算特別委員会は、議長と議会選出の監査委員（皆川りうこ）を除く22名の議員により構成され審査が
行われました。３日間の決算審査では、時として深夜に及ぶこともあり多くの質疑がなされています。

各会計決算について

決算収支について

平成27年度の一般会計及び各特別会計の
歳入歳出決算額の総計

ここから

を、差し引くと�…

皆川りうこ 退職OBが市内の法人等に再
就職する場合がある。これは天下りか？
また、OBの氏名、就職先を公表しては
いかがか？再就職先でのパワハラ等不
適切な状況はあってはならない。襟を正
してほしいということでの質問だ。

天下りではない。今年の4月

より管理職が退職後、営利企業以外

の法人等に再就職した場合、就職先

の名称など市長に報告することが義

務化された。内部で把握されるが個

人名の公表は考えていない。公表の

仕方は検討する。

総務部長

人事・組織・天下り？人事・組織・天下り？
　3年前に「政治的意味あいのある団体」
とされ国分寺まつりへの出店を拒否さ
れた3団体は、東京弁護士会に人権侵
害と訴えていました。8月17日に弁護士
会から「政治的な意味あいが理由での
出店拒否は表現の自由の侵害であり人
権侵害だ。適切な対応を求める」との要
望書が市に提出されています。
　議会最終日に超党派による国分寺市
議会議員11名の署名をもって「速やか
に回答を！」との要望書を担当の市民生
活部長に提出しました。また、まつりの
事務局である市として「まつりの実行委
員会と市民団体が話し合う場の設定を
呼びかけるべき」との意見も伝えまし
た。今後の対応を注視していきたいと思
います。

東京弁護士会からの文書に

市としての回答を！セクハラ、パワハラ、モラハラ組織で対応

訴えは一件ある。今後、嘱

託、臨時職員への研修も実施する。

総務部長

皆川りうこ 7月にハラスメントの指針が策
定された。訴えの事例はあるか？管理
職への研修等実施されているが、嘱
託、臨時職員への研修は？

ハラスメント防止等に関する指針ハラスメント防止等に関する指針

法的拘束力はないが対

応は検討する。

市民生活部長

皆川りうこ 市民が市の対応に関して、人権
侵害とし弁護士会に訴え当会より市に提
出された要望書に対する市の対応は？

市民との協働・自治基本条例市民との協働・自治基本条例

（監査の意見書から抜粋）

歳入決算額……　720億8,686万8,952円

歳出決算額……　700億3,102万9,916円

差引残額…………　20億5,583万9,036円（黒字）

実質収支額………　l5億8,885万4,036円（黒字）

（形式収支）

翌年度に繰り越すべき
財源繰越明許費繰越額

4億6698万5千円

応援します！ 生きる力

　正します！ 税の使い方

応援します！ 生きる力

　正します！ 税の使い方

応援します！ 生きる力

　正します！ 税の使い方



参議院選挙投票日　
国分寺第一小学校「さくら学級」視察（会派）
　　
河川改修促進大会、総会

「つ―カフェ」通級学級利用の保
護者との懇談会
羽村市　特別支援教室視察（武
蔵野小、富士見小）（会派）
図書館運営協議会　傍聴
例月出納検査

　　　

厚生委員会　傍聴
決算講評

「持続可能なエネルギー社会を目
指して」小出裕章氏
市民自治を目指す多摩議員ネット
ワーク2016夏研修
建設環境委員会

私たちは「買われた」展
第27回　国分寺市平和祈念式
「非暴力トレーニング」ラダ・ボリッチ氏
障害者施策等推進協議会　傍聴
財政健全化比率及び決算審査等結果協議

「多様な家族、多様な親子関係を支
える自治体政策」大正大学　青木
聡氏／立川基地見学
防災訓練（1中）
WELCOMEサロン　 
決算審査等協議

北の原地域センターまつり
例月出納検査

代表者会議／議運／ひまわりコンサート
決算審査等意見書提出

行政改革推進委員会　傍聴
学校公開（3小）／自治会理事会
エプロンシアター「ひょうたん島」
敬老会　いずみホール
笑いと歌の会　難病の会
「受けとめて子どもの気持ち」須永祐慈氏
例月出納検査

市に対して要望書を提出
障害者（児）お楽しみ運動会
老人クラブ連合会大運動会
消防博物館見学（防災推進委員会研修）
認知症カフェ訪問
「日本の政治の今日と明日」島田敏男氏
障害者差別解消法に係る民間事業者向け
研修／養育家庭体験発表会／６丁目理事会
「未病でいるために」上原健志氏
北町地域センターまつり

３小運動会/ 市民グループ展　

7月10日(日)
11日(月)

14日(木)
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20日（水）
22日(金)
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17日（土）
19日（月）
24日（土）
25日（日）
　29日(木)

30日（金）
10月１日(土)
２日（日）
４日（火）
5日（水）
７日（金）
８日（土）

９日（日）
 10日（月）

15日（土）

活動日誌活動日誌
（一部省略）

※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/

12日(火)13日(水)15日(金) 決算審査事前協議

25日(月)～29日(金) 決算審査監査

30日（土）～31日（日）フェミ議サマーセミナー
　　　　　in 仙台／都知事選挙投票日

1日より30日まで第3回定例会

12日～14日　会派視察（夕張市、北広島市等）

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

1957年
1995年
　

2007年

2008年
2009年
2010年
2011年

2015年

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

所属会員

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

計画【Plan】　実行【Do】　評価【Check】　改善【Action】

WELCOMEサロン

三菱東京
UFJ銀行

パチンコ

サーティワンうどん屋
駐輪場

コインP
OKストア

ドラッグ
ストア

ファミリー
マート
ファミリー
マート

議会報告、
お茶を飲みながら
フリートーク

午後　3：00～5:00
場所／山彦荘

11月15日（火）

❶男女平等意識の醸成
皆川りうこ 評価がCの「男女平等意の視点に
よる表現のガイドライン」の作成を急げ。

他市の状況も調査、庁内連携し

ながら進めていく。

市側の答弁

❻政策・方針などの意思決定への
　男女共同参画

皆川りうこ 女性の管理職の今後の目標値に
ついては、現在10％でクリアしていること
から、30％に引き上げてはいかがか。

目標値は充分に検討したい。個

人、家庭の事情、受験しづらい等あり環境

整備に向けて取組んでいる。

市側の答弁

❷互いの性の尊重と健康支援
皆川りうこ 人権尊重の視点から位置づけら
れている自殺念慮が高い、性的マイノリテ
イLGBTについては、情報の提供、学習の
場等必要。教育現場で当事者からのお話
により理解促進の取り組みを。

組織としての対応が重要。主幹

教諭への研修が予定されている。当事者か

らの話を聞くことについての検討は考える。

市側の答弁

❹就労における男女平等の推進
皆川りうこ 市職員の子どもによる親の働く
現場の見学「子ども参観」の実施は大事な
視点が多くある。今後も継続するように。

❺男女共同参画を支える環境の充実
皆川りうこ 離婚後、養育費は２割しかもらえ
ていない現実もあり、特に母子は経済面で
困難を抱えているケースが多い。離婚時に
おける、養育支援、面会交流が重要とする
法務省が作成しているパンフレットを離婚
届けの書類に挟み込む取り組みをせよ。

対応を図っていきたい。市側の答弁

❸性別に起因する暴力や人権侵害の根絶
皆川りうこ ５月に児童養護施設を退所した
子どもたちへの支援の現状の話を聞いた。
８月には、性的搾取、未成年の売春の実
態、望まない妊娠等々厳しい現実に中にい
る当事者である子どもたちからの衝撃的
なメッセージパネルが展示された「私たち
は『買われた』」展に出向いた。市としてはこ
のような現実を認識し、子どもたちにとっ
て望ましい環境を作るためにも静観する
のではなく、何らかの取り組みを。

「相談窓口がある」といった周

知、啓発など発信が重要。子どもたちに寄

り添う相談員の研修にも取り組みたい。

市側の答弁

サーティワンうどん屋
駐輪場

個人の尊重と法の下の平等個人の尊重と法の下の平等

　国では、日本国憲法のもと批准した女子に
関するあらゆる形態の差別撤廃条約、男女共
同参画社会基本制定と法整備が進められて
きています。一方、市では、「人はだれも「ただ
その人である」というだけでかけがえのない
存在です。誰もが等しく尊く、性別に関わらず
平等です…（以下略）」で始まる前文の国分
寺市男女平等推進条例が制定されています。
　民主的で人権が尊重され生き心地の良い
社会を目指すため、意識を変えるために重
要であることから何度となく取り上げてい
るテーマです。現在、条例で定められ見直し
がされているDV基本計画も含む国分寺市
男女平等推進行動計画に位置づけられてい
る6点の課題を基に質問しました。

2016年7月～10月の活動より

⬆夕張市役所の前にて（10月13日）
会派の皆さん ： 左より星議員、皆川、
伊達議員、及川議員、木村議員、
丸山議員 私たちは『買われた』展（8月14日）⬆


