
国分寺市議会議員 

皆川りうこ
み な が わ

無所属

76
号

発行：皆川りうこの会 国分寺市東恋ヶ窪6-7-31

討議資料

議会報告

2018年4月発行

皆川りうこ 子育て支援事業（市の利用支援事
業「基本型」、国の仕組みの概要の資料あり）で
は、「子育て応援パートナー」「子ども子
育て支援コディネーター」等の名称があ
るが、その役割、事業全体像が分かりにく
い。事業の水準を定めるガイドライン、事
業実施の要綱整備が必要ではないか？

皆川りうこ 障害者差別解消法に関して、
合理的配慮については合意形成も大事。
言下に否定することなく様々な市民か
らの表明に耳を傾けよ。 【→△】

皆川りうこ 自殺対策の計画策定事業がスター
トする。PT等立ち上げて進めよ。

皆川りうこ 家庭的保育等小規模の保育園
から大規模保育園へのスムーズな移行
ができるような対応を。

皆川りうこ 地域福祉推進協議会は多くの様々
なジャンルの市民がボランテイアで参加して
いる。活動評価シートがＨＰに掲載されている
が、次の施策に展開される可能性がある情報
が満載だ。無駄にしないよう、一つ一つ検証し
て他課との連携で取り組むように。 【→○】

国分寺市は、虐待などの発

生を未然に防ぐことに重点を置いている。

ガイドライン等の作成については検討する。

子育て相談課長

都のマニュアルを参考に取

り組んで行く。

子育て相談課長

現在も交流などを実施し子育て相談課長

予算審査での多岐にわたる質疑・指摘など

第1回定例会
（2月23日〜3月26日）平成30年度国分寺市一般会計予算
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平成30年度国分寺市一般会計予算
賛成多数により可決
平成30年度国分寺市一般会計予算
賛成多数により可決

モリ・カケ問題。イラク日報問題。働き方改革での不適切発言。事務次官によるセクハラ発言。国会では首相の秘書によるヤジ等々。国では昨年から、次から
次と疑惑やら不祥事やら失態が噴出。政治家への忠誠心？忖度の結果がこの始末！？国民不在の政治はＮＯ！

福祉・健康・子ども福祉・健康・子ども

　一般会計449億5,598万6千円、特別6会計268億

3,491万9千円で、全会計合わせて717億9,090万5千

円の予算が可決されました。前年比で約46億3,212

万円減額（マイナス9.3％）となる訳ですが、これは

昨年度は計上されていた国分寺駅再開発ビルの保留

床処分金に伴う歳入が今年度はないためです。

　近年360億から380億円であった一般会計の予算

規模が、Ｈ27年以降は400億円超となっており、市民

ニーズに応えてきた予算と言えます。また、市では今

回も一つ一つの事業をゼロベースで見直し、精査し積

み上げていく手法により予算編成を行っています。

　現状、市の償還（借金）額は市民一人当たり24万

円（10年前の2分の1）。基金（貯金）には財政調整

基金約39億、公共施設整備基金約67億円、庁舎基

金約20億円が積み増しされましたが、福祉基金への

積み増しがされなかったことは残念に思います。

　予算審査においては、行政をチェックする立場から評

価すべき点は評価し、改善すべき点があれば改善を求め

るなど是々非々で審査に臨み、質疑では福祉等の諸課

題にしっかり取り組むことを求めた上で賛成しました。

（一部抜粋）

一部、答弁の内容を割愛して「前向き→◎○」「どちらとも言えない→△」「後ろ向き→●」で表記あり。

ているが、今後も取り組む。 介護保険特別会計では…

▶国の「見える化」システムにより、これま
でとは資料の項目や数値が異なってい
ることが分かったが、必ずしもわかりや
すいとは言えない。
▶改正介護保険では、事業所では3年以
内に主任ケアマネージャーの設置が
求められている。小規模事業所では対
応できるか心配。 【→△】
▶市の保険者機能が強化される。介護保
険課を復活させた方が良いのではな
いかと考える。 【→●】
▶ケアマネ連絡会等に情報提供をしっ
かり行え。 【→◎】

介護予防に関しては、制度内だけでは限界
がる。一般会計（健康、スポーツ、社会参加、
公民館活動等）の位置づけでの取り組みを
進めることが重要と今回も指摘しました。

（議事録がまだ作成されていないため、答弁は皆川のメモによる、あくまでも主観に基づく評価です）

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



商工会講演会「社長の元気が会社
を元気に」阿部広子さん　
cocobunjiプラザ説明会／「学童保育が
子どもの居場所であるために」日弁連主催
国分寺北口周辺エリアのまちづく
りに関する懇談会
第7回パワーアップ集中講座「ジェンダ
ー視点から探る政府・自治体の広報」他
建設環境委員会

議会運営委員会（傍聴）
文教こども委員会（傍聴）／3小 展覧会
北の原厚生会新年会
会派説明会（予算）／「地域で取り
組むフレイル予防」大渕修一さん
国分寺市議会議員研修 野村稔さん

総務委員会（傍聴）
「精神疾患からの回復」福井里江さん
グループコスモス学習会
「女らしさ男らしさはこうつくられる」
渡辺真由さん／三水協
厚生委員会(傍聴)／地区防災計画発表会

公共施設整備特別委員会

会派説明会（議案）／東京都市議

会議員研修「これからの観光振興

と商店街の活性化」藻谷浩介さん

財政研究会「地方財政計画」澤井勝さん
国分寺市特別支援学級合同学習
発表会／ひよっこクラブ
東山道武蔵路古代道路 近江俊秀さん
国会集会2018「介護報酬改定　
ケアプランは誰のもの？」
恋ヶ窪公民館 サポート会議（傍聴）
「思春期のからだ女の子・男の子編」袋井珠美さん
6丁目環境問題研究会
「支援者となった遺族の想いを伝
える」本郷由美子さん
WELCOMEサロン
廃棄物減量及び再利用推進審議会（傍聴）
代表者会議／議運

　
「まちで暮らす方や「地域ケア」は暮
らしの支えになるか」上野秀樹さん
本多公民館 サポート会議（傍聴）
国分寺駅北口進捗状況説明会
「もしあなたの身近な人が認知症に
なったら？」栗原亮介さん他
「事件後を生きる やまゆり園事件と
優勢思想」海老原宏美さん、原昌平さん
3小70周年のお祝の会（本多公民館）
「女性と子どもの真の自立を願って」
村上一枝さん 国際ソロプチミスト国分寺
中学校卒業式（1中）
「交流を力に！三多摩の社会教育・公民館
を豊かに進めるために」三多摩交流集会
小学校卒業式（3小）
もとまちプラザまつり／5館ジョイントコンサート
6丁目　環境問題研究会
cocobunjiプラザ開業記念式典
小学校入学式（３小）
防犯まちづくり委員会総会／防災
まちづくり委員会総会
６丁目自治会年度初め総会
中学校入学式（１中）
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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：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：監査委員（議会選出）、建設環境委員長

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）。

23日(金)〜3月26日(月)まで第1回定例会

問い合わせ・連絡先

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

2月5日（月）～6日（火） 会派視察 滋賀県大津市、彦根市、甲賀市

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】

皆川りうこ 市の附属機関等の資料によると
全体（61）では、男女比が男性59％女性
44%だ。一つ一つ確認すると女性が一
人もいない機関が多くある（15）。専門
分野などで女性がいない場合もあると
は聞くが、市としての見解は?

皆川りうこ 市民からの提案により実現し
た、協働を進めるためのＮＰＯ市民と職

皆川りうこ オリンピック・パラリンピックに
向けて準備がなされている。様々なグッ
ズの選定等行政だけで物事を決めてし
まわずに、障害当事者等の意見も取り入
れて市民参加により取り組むように。

男女平等・市民参加、協働男女平等・市民参加、協働

止むを得ない場合がある。今後も

どちらかの性に片寄らない方向で取り組んでいく。

政策経営課長

検討したい。協働コミュニティ課長

そのような方向で進めたい。スポーツ振興課長

次年度は計上したい。まちづくり計画課長

2018年1月～3月の活動より
⬇視察に訪れた滋賀県甲賀市
役所新庁舎にて（2月6日）

国分寺駅再開発ビルの視察。同じ会派の及川議員と。（3月5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

5月22日（火）

サーティワンうどん屋
駐輪場

皆川りうこ 生ごみ減量は処理機の助成台数が
何台かではなく、減量の実績をあげることが目
的のはず。助成を廃止した他市での事例ではご
み量に大きな変化は見られない。助成事業の
見直しも必要ではないか？アンケート等も参考
に今後は継続するのか廃止かを検討すべき。

数年前のアンケートでは助成対

象の22％が生ごみ処理機を使用していない実態

だった。さまざまな角度から検討して行きたい。

ごみ減量推進課長

環境環境

皆川りうこ 国分寺市教育ビジョンには東京都
が定める人権テーマ（女性、子ども、高齢者、
障がい者、外国人、犯罪被害者等）がある。
LGBT、SOGI　も今後人権テーマとして位
置づけよ。また、授業に当事者を招いて話
を聴く等の機会も設けよ。 【→△】

皆川りうこ 東日本大震災自主避難者経費につ
いて。「きずなだより」等により、市として情
報提供している。減免制度など今後も各種
継続的に支援すべき。（教育委員会で就学援
助費の計上がなされている予算。Ｈ29現
在、小学生6人、中学8人）【→○】

教育教育

皆川りうこ 国分寺市総合ビジョンに位置づ
けられている事業と予算とは合致してい
るもの。生活道路整備経費に関しては一
切計上されていない。財政規律を標榜す
るなら計上すべきだった。

都市計画都市計画

員の合同での研修は満足度の高い研修
との評価。一過性で終わらないように継
続して取り組むよう検討せよ。

【お詫びと訂正】
前回発行ニュースレターの号数に誤りがありました。
第74号ではなく、正しくは第75号でした。お詫びして
訂正いたします。

※【ＬＧＢＴ】性的少数者／【ＳＯＧＩ】ＬＧＢＴより広い概念を示

し、「身体の性とこころの性が一致する・しない」とも表現される。

※


