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2017年 国分寺市長選挙を終えて
７月２日執行の国分寺市長選挙において、井澤邦夫氏
が再選されました。対抗馬が出ない中での選挙になるの
ではないかともいわれたのですが、元副市長の樋口満雄
さんの出馬により無投票選挙は避けられ、有権者に選択
の機会が得られたこととなりました。
選挙戦で現職市長は、4年間の財政再建、駅再開発の推
進、待機児童対策等実績を訴え、一方の挑戦者は自治基本
条例に反した市政運営、また、国分寺まつりにおける市民団
体の排除問題は人権侵害と厳しく指摘し福祉、市民参加、情
報公開の推進と政策を訴え、選挙戦を繰り広げました。
投票率

市 長 選 挙 ➡ 前 回：4 8 . 0 7％

今 回 ➡55.25％
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井澤邦夫氏 …… 31,518票
樋口満雄氏 … 21,336票

今回、選挙期間中に自民党国会議員の失言、暴言等が
あり、国政への批判としての投票行動が都議選、市長選と
もに投票率アップになったのではないかと思います。
一方、市長選挙においては国分寺市出身の現職・井澤
市長の知名度が勝った結果となりました。
それでも、21,336もの樋口候補への票は、間違いなく
現市長への批判票です。再任された井澤市長は今後4年
間、行政の長としてこの現実を謙虚に受け止め、真摯な姿
勢での2期目の市政運営が求められていると思います。
都議会議員選挙➡前回：43.50％

今回➡51. 28％

第2回定例会（5月15日〜6月1日）
【一般質問より】
（一部抜粋）
若年層の高い自殺率
生きることの包括的な支援を進める
皆川りうこ 昨年の改正により、
生きること

の包括的支援と位置づけられた「改正
自殺対策基本法」では、
この夏には「新
たな自殺対策大綱」も見直され示され
る予定です。
これまでの市としての取り
組みと自殺の状況は？
福祉保健部長

ゲートキーパー研 修 の 実

施、市報、講演会等で市民への周知、心の
健康相談、こころの体温計等取り組んでき
た。平成25年〜27年までの3年間で、国分
寺市とし56人の自殺者との数字があり、
20、30代50代の数字が高い現状です。
皆川りうこ 法律では、自治体に自殺防止の計

東日本大震災による避難者
…支援の継続を！
皆川りうこ 東日本大震災事故から6年経

過。帰還政策が進むなか、自主避難者の
中には避難生活が無かったことにされる
のではないかとの不安の声もあると聞く。
福島第一原発から電気の供給をうけて
いる東京に住む立場としてこれまで以上
に適切な情報把握に努め理解を深める
ことが大事。市内に避難している皆さん
の生活課題も変化していることから、訪
問に際しては、事情を丁寧に聞きとるよ
うに。3月には自主避難の方への住宅支
援が切れる等、厳しい状況だ。他の制度
では、減免に関してH30までのものもあ
る。今後も継続できるよう国に求めよ。

市内で暮らす東日本大震災の避難者数
平成29年4月30日現在

避難元

（一般質問の資料より抜粋）

世帯数（カッコ内の数字は人数）
避難区域外より（自主避難）

11（22）

福島県

避難区域より

9（16）

20（38）

平成24年6月15日
（5年前）時点

20（36）

4（10）

宮城県

5（12）
3（5）

岩手県

4（6）
H24

29世帯（54人）
H29

27世帯（53人）

80〜100歳代
70代 6人
60代 6人
50代 4人

世代別

5人

10代

15人
20〜40代

17人

画策定の義務化が求められている。見解は？

福祉保健部長 訪問は引き続き行う。市とし

国分寺市の避難者支援策

てできることについてはしっかり検討す

福祉保健部長 新たな大綱が策定される予

る。国、都への要望については周辺自治体

①避難者に情報提供を行う「きずなだより」の発行
②避難者宅を訪問することによる実態把握

定。それを踏まえて対応していきたい。

とも連携して対応を図る。

③
� 介護保険�料、国民健康保険料等の減免 など。
（二面に続く→）

都議選では、127議席のうち都民ファースト公認、推薦等の議員が過半数（79）を占める結果となりました。小池知事が都ファの代表を降りたとはいえ
一体であることは紛れもない事実。二元代表制のもと首長のチェック、監視は機能するのか？市民こそ都議の監視機能を発揮しなければなりません。

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
適切な電話対応は、
接遇の基本中の基本

引きこもり相談窓口では
本人に寄り添った対応を

皆川りうこ 市民からの電話に対して
「うん、
う
んそうだね」
との対応があったと聞く。不適
切であり改善すべき。

皆川りうこ 昨年、
引きこもりに関して5件の

総務部長 接遇、接客については全庁的な取

り組みが必要。各部署、委託業者について
も責任ある対応にあたる。
皆川りうこ H29職員育成実施計画に位置づ

けられている人事考課など、
様々な制度に
ついて、
職員の声も聴きながら信頼、
納得さ
れる制度に向けて取り組むことを求める。

健康に暮らすために、
フレイル予防（栄養・運動・社会参加）の
視点で様々な取り組み、参加の
チャンネルを増やす！
皆川りうこ 現在、
社会福祉法人改革が進め

られている。法人は無料、低額で福祉の事
業を提供することが求められている。市内
9法人の中心核である社会福祉協議会が
中心となって進めているが、
フレイル予防
の視点を取り入れた事業展開への取り組
みを、市として提案してはいかがか？

保険福祉部長 積極的に働きかけてまいりたい。

相談事例があり、
１件は社会参加につな
がったとのことだが、他の4件はどうだっ
たのか？対応に問題なかったか？相談窓
口はゲートキーパーの役割もあることを
自覚すべき。研修、
アウトリーチも重要。
子ども家庭部長 機会を設けて研修を実施。

他の機関の研修に参加をしていく。

性別に起因する暴力や人権侵害の根絶
皆川りうこ 市として、
DVの対応に個人情報

等配慮して関係部署は取り組んでいるこ
とは承知している。他方、
このような事態
にならないためにも、時間はかかるが意
識の変革、広報、啓発は重要な取り組み
だ。市として作成した「国分寺市ハラスメ
ントの防止に関する指針」
「 男女平等の
視点による表現のガイドライン」
（各7月14
日、3月31日の庁議資料として公開済）を内部の

資料に留めず、市民にも公表して行くこ
とも大事。公表してはいかがか？
市民生活部長 人権侵害の防止、刊行物での

表現について固定的役割分業にとらわれな
いことを目的として内部文書として作成し
た。気づきや、意識の醸成には役立つと考

フレイルとは➡筋力や体力の低下、心身、社会性
等が虚弱になった状態のこと。適切なケアで健康
な状態に改善できる。

えるので市民に誤解を与えないよう公表し
て行きたい。
2017年4月〜7月の活動より

農・福・教（農業、福祉、教育）連携で
「いきいき農園事業」を進めよ
皆川りうこ 子どもの成長にとって農業体験
は有意義なもの。市のいきいき農園事業
の障害者体験ゾーンの申し込みが4月時
点でゼロとのことだが、
その理由は？貸し
出しについては柔軟性のある運用をすべ
きではないか？たとえば、登校が困難な子
どもたちの居場所として活用できないか？
必要であれば、条例改正も視野に入れて
検討せよ。
市民生活部長 申し込みがなかったことは残

念。地理的な問題、管理の問題もあり負担感
等の要因が考えられる。活用拡大については
抜本的に考える必要があると感じている。

ホームページもご覧ください→
【問い合わせ・連絡先】 TEL/FAX

⬆第55回三多摩上下水道 ⬆財政研究会研修の様子
及び道路建設促進協議会総 （7月2日〜3日）
会 委員長報告（5月26日）

皆川りうこの会

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8日（土） 防災推進委員会総会
10日（月） 代表者会議
13日（木） 監査事務協議（傍聴）
１７日（月） 高齢者保健福祉計画・第７期介護
保険事業計画 WS
１９日（水） 議会運営委員会（傍聴）
２２日（土） 防犯まちづくり委員会総会/PTA
年度末総会
23日（日） 北の原厚生会総会
24日（月） 障害者施策推進協議会（傍聴）
26日(水) 監査 例月検査
28日（金） 公共施設予約システム説明会
（北の原地域センター）
5月1日（月） 公共施設予約システム説明会（恋
ケ窪公民館）／認知症家族懇談会
きさらぎ会
3日（水） グループコスモス
８日(月) 代表者会議/議会運営委員会
10日(水)より6月1日(木)まで第2回定例会
14日（日） 国分寺難病の会総会
16日（火） フェミギ世話人会
18日(木) 三水協事前打ち合わせ
20日（土） 新緑まつり/緑のギャラリー/島筒
英夫「赤いバラのコンサート」
21日（日） 国際協会総会
22日（月） 恋ヶ窪緑地 懇談会
25日（木） 都市計画道路の整備に関する説明会
（けやき台小学校にて）
26日(金) 第55回三多摩上下水道及び道
路建設促進協議会総会
27日（土） 恋ヶ窪公民館まつり／一中運動会
28日（日） 国分寺市・国分寺消防署合同水防訓
練／フェミギ総会・講演会「ひきこもり
支援で地域に力を！」菊地まゆみさん
29日（月） 地域包括支援センター運営協議会
（傍聴）／国分寺市ビジョン説明会
30日(火) 監査事務引継ぎ
31日（水） 第一回高齢者福祉計画・第7期介
護保険事業計画策定委員会（傍聴）
6月3日（土） PTA年度初め総会 五小
7日（水） 地域公共交通会議（傍聴）／新庁
舎建設懇談会（本多公民館）
8日(木) 新庁舎建設懇談会（ひかりプラザ）
10日（土） 公開講座「長寿の贈り物、より長
い人生をどう生きる」
11日（日） 東恋6丁目自治会 環境・消火器点検
15日（木) カラオケ大会 老人クラブ
17日（土） 子どもの発達支援講演会「見方を
変えれば味方になれる」藤原里美さん
18日（日） 東恋ヶ窪6丁目自治会 防犯講和会
19日（月） 議会運営委員会（傍聴）
20日（火） 西国分寺駅北口駅周辺まちづくり協議
会（傍聴）／介護保険運営協議会（傍聴）
（23日〜7月2日 都議選、市長選挙）
24日（土）「成年後見制度」寺内芳樹さん
7月2日(土)〜3日(日) 財政研究会合宿「介護
保険制度変更後の各自治体の現状」
「決算審査
のポイント」等学習

皆川りうこプロフィール
1995年の国分寺市議会議員初当選から三期連続当選
の後、
子どものシェルターのスタッフとして勤務。
跡見学園
女子大学三年に編入学
（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
（議会選出）
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

