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　今定例会の会期29日間のうち３日間にわたり決算
特別委員会が開催されました。決算審査においては、
予算の執行状況、事業の成果、評価の面から歳入、人
件費、歳出等において多くの質疑がなされ、最終的に
平成28年度の国分寺市一般会計歳入歳出、及び7本
の特別会計（介護保険、国民健康保険康、下水道特別
会会計他）すべて認定となりました。
　なお、皆川りうこは決算特別委員長を務めました。

　議案は賛成多数により可決されましたが、皆川は右
記の理由から反対しました。
　そもそも、補正予算自体については市独自の新規事
業は出来る限り命にかかわる等緊急性の高い事業を
優先することが望ましいと考えます。

　これは果たして緊急性あるか疑問。新年度予算でもよ
かった。また、出生届けのお祝いについては検討されない
ことも判明。市民への聞き取りと多角的な検討がない。
さらに、予算を提案する際は根拠規定も同時に検討すべ
きだが、その認識がなく仕事のありようとして不適切。

　既に一部業務委託を実施した光図書館では夜間開
館等サービスの拡大が図られています。今回は委託化
による削減のみでサービス拡大の提案は示されず。
　また、図書司書の有資格者である嘱託職員が来年度
は不在となる。臨時職員が失業するといった問題もある。

討議資料

議会報告

2017年10月発行

婚姻届け受理証明書の台紙作成等託料に
約450万円！？

反対理由

1

図書館の一部業務委託の債務負担行為補正反対理由

2

「台紙等必要無い！」「国分寺市はお金に余裕があるのか?」
「インスタ映えがする！」「市長からの結婚のお祝いメッセージ
のコピーでよい」「結婚しない選択もある。公的に一方の選択に
お墨付きを与えるかの印象を受ける」…など。

【市民からの声】一部紹介（皆川聞きとり）

平成２９年度国分寺市一般会計
補正予算について

皆川りうこ 政策の重点目標は何か？選挙
公報では高齢化に伴う福祉サービスの
充実と障害者の福祉予算の確保とある
が具体的内容は？

皆川りうこ 行政は公権力であることを自覚し
て仕事すべき。職員の中には上から目線、で

市民の命、財産を守るということで

は重要な点だ。今後4年間の取り組みであ

り単年度ということではない。組織とし

ては人員の投入も考えている。

市長

きない理由を先に言うなどの事例がある。

皆川りうこ 今回の市長選挙ではもう一人
の候補者の得票数が2万1,336票。それ
は批判票と言え心していただきたい。私
自身は、行政のチェック機関として是々
非々で臨む。

職員には市民目線に立って仕事せ

よ、と日頃から口を酸っぱくして言ってい

る。やれないことを言うのではなく、どう

したらできるのか、できないのであればき

ちんと伝えることが大事。

市長

市長二期目就任に対して問う市長二期目就任に対して問う

（二面に続く→）

平成28年度 決算審査平成28年度 決算審査平成28年度 決算審査

議案第69号（第2号）

第3回定例会（9月1日〜9月25日）

一般質問より （一部抜粋）

看護師等の医療職の人材確

保は一市だけでは限界がある。二次医療

圏については今後各市の取り組み等情報

収集し、都や国にも要望していく。

福祉保健部長

皆川りうこ 医療専門の人材確保について
は、医療圏域の範囲も視野に入れて短
期入所等更なるサービス拡大のために
検討をしてはいかがか？

障害者センターでの日中預かり事業

医療的ケアの拡充を
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応援します！ 生きる力

　正します！ 税の使い方
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　正します！ 税の使い方



　

厚生委員会傍聴／東京河川改修総会

「まほろば」一周年の集い
発達障害に関する基本的な知識
（牟田武生さん）
環境問題研究会（東恋6丁目）
本多公民館講座「いのちを守るた
めの防災」
三鷹立川間立体化複々線促進協議会

KHJ「ひきこもり問題の理解促進
と支援向上のための研修会」
建設環境委員会

市民防災まちづくり学校合同共催講座
三多摩上下水及び道路建設促進協議会

第6小学校改修トイレ等視察　
脱原発セミナー「３．１１から6年
福島のこれから」
発達支援サポーター講座（第一回）
国分寺駅再開発事業の進捗状況

見学／現場視察

ユニバーサル検定　3，2級受講
発達支援サポーター講座（第二回）
写真：講師の藤原里美さんと

サロン開催／国分寺市生産緑地
地区に定めることができる区域の
規模に関する条例（案）説明会
第一種低層居住専用地域指定エリ
アのまちづくりに関する市民懇談会
北の原地域センターまつり／平和
祈念行事
東恋6丁目班会／恋ヶ窪用水路周
辺整備工事説明会
図書館運営協議会「学校図書館と
の連携について」（傍聴）
代表者会議／議会運営委員会

国分寺市防災訓練（1中）
第21回「武蔵国分寺薪能」
敬老のつどい
けやきフェスタ
難病の会25周年　第6回「笑いと歌の会」
第3小学校運動会

認知症疾患医療センターについ
て（きさらぎ会）
子どもの居場所づくり推進会議（傍
聴）／介護保険運営協議会傍聴
障害者運動会/アンビー祭り/養
育家庭体験発表会
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18日（火）
20日（木）
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28日（金）
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8月1日（火）
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29日（火）

30日（水）

2日（土）
16日（土）
17日（日）
23日（土）
27日（水）
30日（土）

２日（月）

3日（火）

7日（日）

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/ 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

2009年
2010年
2011年

2015年

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（議会選出）

皆川りうこプロフィール

所属会員

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）。

７月７日（金）～９日（日）
　　　　　　フェミ議サマーセミナーinぎふ

9月1日より29日まで第3回定例会

9月30日～10月1日　第20回全国シェルター
　　　　　シンポジウムin東京「NOモア暴力」

の徹底で業務の改善を図ります計画【Plan】　実行【Do】　評価【Check】　改善【Action】

個別のケースは諸々あるが、

男は仕事、女は家庭などといったジェンダ

ーに基づく固定的な価値観の影響がある。

市民生活部長

きめ細かい検討も必要で協議

機関は検討する。訪問による支援はこれま

で以上に強化したい。

福祉保健部長

皆川りうこ 行政だけではなく指定管理事業
者等にも対応要綱を義務付けせよ。

障害者差別解消推進対応要綱障害者差別解消推進対応要綱

しっかり説明し業務に臨んでもらう。

（後に非公式で、「義務付ける」との回答あり。）

総務部長

皆川りうこ 原因や背景は何だと考えられるか？

整理すべき点が終り次第公表する。市民生活部長

皆川りうこ 6月の一般質問でも求めたが、
DVに陥らない様な社会を作るための一
つとして、市の男女平等の視点によるガ
イドラインを公表し活用を図れ。

子どもの目の前で起こるDVの防止子どもの目の前で起こるDVの防止

皆川りうこ 障がい者の高齢化、重度化、親亡
きあとの対応を見据えた地域のサポート
機能の強化を目的としている。基幹相談は
市の委託事業だ。アウトリーチの視点強化
と、例えば障害者自立支援協議会の専門
部会等で意見聴取するなど、市民や当事
者の意見を反映する仕組みを検討せよ。

障がい者施策

地域生活支援拠点整備について

障がい者施策

地域生活支援拠点整備について

2017年7月～10月の活動より

⬆トイレ改修が終わった６小を視察。誰でもトイレには
オストメイトも設置してありました。（8月1日）

　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

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24日（金）

サーティワンうどん屋
駐輪場

　今年のノーベル平和賞は核兵器廃絶国
際キャンペーンICAN（日本も7団体が参
加）に決まりました。この7月には、国連で
122の国・地域が各兵禁止条約を採択し
たとのことです。この条約には核保有国や
日本等米国の核の傘の下にいる国は不参
加だけに大きな意味を持つ受賞です。こ
れを機に核廃絶に向けて動き出してほし
いと心から思います。

ノーベル平和賞ノーベル平和賞

【ユニバーサルマナー検定】

　ユニバーサルなマナーとは？の講義
と拘縮サポーターの装着、白内障の
実体験、車いす経験等々。2級は試験
もあり無事に合格できました。日常生
活においてもユニバーサルマナーを
心がけ、実践に努めたいと思います。

【発達サポーター認証講座】

　多様な子どもたちへの発達支援。
2日間で12時間の講座を受講。発達
が気になる子どもへの声かけ、遊び
方の実践を通してその子の発達特性
にあった接し方など学ぶことができ
ました。「見方を変えれば味方になれ
る」なるほどです。

講習会に参加して
この夏、次の講習会に参加しました。

皆川りうこ 今後の国分寺市の公民館の在り
方について、50周年資料集、サポート会議
のメンバー等の意見を参考に作成された
とのこと。答申に対する見解は？

今後の公民館の方向性の大きな指

針をいただいた。内容に沿った形で進めたい。

教育部長

公民館運営審議会一本化されて

初めての答申

公民館運営審議会一本化されて

初めての答申


