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定員減となる議案に反対！！定員減となる議案に反対！！定員減となる議案に反対！！
　国分寺市では公設公営の保育園を民間の法人に建物を無償譲渡し、運営を任せる民設民営に
移行に取り組んでいます。今回提案されたもとまち保育園は、４月の開園に向けて準備してきました。
しかし、今回の提案ではこれまでの定員より16名減で、ゼロ才児については定員９名より3名少ない
6名だったのです。文教子ども委員会では「待機児解消策になっていない」等、長時間にわたり多くの
質疑がなされ、委員会・本議会での採決では共に可否同数となり、最終的には可決されました。

最近読んだ本。「わたしで最後にして～ナチスの障害者虐殺と優生思想～」藤井克徳著　「生産性が無い人は生きる価値がないのか？」と、本の帯にありま
した。「生産性」とは一体何？多様性やインクルージョンについて考えさせられる一冊でした。

　その後、最終本会議までの約10日間
で定員増に向けて先方の法人と調整を
進めた結果、これまでの定員に満たな
いながらも、ゼロ歳児を6名から8名に
等の増員となりました。するとここで行
政側から、改めて委員会での審査を求
めたいと要請があったのです。既に一度
結論を出したことから、再審査はしな
いという委員会での結論を受けての本
会議での採決となり可決されました。
　まず、一年近くかけて今回の議案提
案に至ったものを10日足らずの期間で
定員変更とは驚くばかりです。この間、

法人では臨時の理事会を開催して人数
の変更が了承され、現地視察を1月10
日に実施、との説明がされました。委
員会での反対を受けて慌てて人数を変
更したとしか言いようがなく、待機児解
消への取り組みが甘かった結果です。
　このような一連の手続きはあまりにも
不適切で、とても納得できるものではあ
りません。入所を予定している保護者、
子どもにとっても不誠実で、単純に人数
調整すればよいというものではないは
ずです。不信感に繋がる提案は容認で
きないとして議案には反対しました。

取り組みの甘さが露呈。待機児童解消策、市民への

サービス向上のための民設民営であるはずなのに…

※現行の入所者数については、平成30年9月1日時点の人数。

※

（単位：人）

（出典：議案第113号文教子ども委員会追加資料No.13号）

理事会変更後 定員 8 10 16 19 19 19 91

変更後 定員 6 10 16 19 19 19 89

入所者数 9 10 12 23 24 24 102
現行

定員 9 10 12 26 24 24 105

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

もとまち保育園の定員変更について

一般質問では （一部抜粋）

皆川りうこ 市長名で議員に示される予算
編成方針をHPに掲載し公表せよ。昨
年も求めた際に、他市の状況を確認し
たいとの答弁だった。

予算の編成過程の透明化を

図るために

予算の編成過程の透明化を

図るために

多くの自治体で公開しているこ

とを確認した。HPに掲載する。

政策部長

皆川りうこ 高齢者、障害者、子ども、生活
困窮等各相談窓口等仕組みは夫々存
在する。それらの個別の課題では解決
できない複合的な課題に対応するた
めの機能として、CSW（コミュニテイソ
ーシャルワーク）制度の導入を。地域
福祉推進協議会の意見も聴いて取り
組んでほしい。

地域福祉は地域で活動する市民

と共に進めよ

地域福祉は地域で活動する市民

と共に進めよ

次年度に向け検討中。意見聴取

はしたところ。

健康部長

裏面に続く→

国分寺市保育所設置条例の一部改正条例

結果：委員会で可否同数。委員長裁決で否決➡本会議でも可否同数。議長裁決で可決。

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



三多摩の社会教育：公民館交流集会
防災推進委員会研修会（地下調節池他）
アンビー祭り／もとまちプラザまつり／ぶんじ
ふれあい市／「子どもが困っていること。悩んで
いること、考えていること」弁護士：山下敏雄さん
市民グループ展
3小学校公開／6丁目防災のつどい
サンサンゆめまつり／プレイステ
ーションまつり／6丁目厚生会　
WELCOMEサロン（山彦荘）
小平市まるやまこども園見学／第

23回東京都道路整備推進大会

公共施設整備特別委員会

自治体政策講座in東京「今問われ
ること、応える議会に」他
2018立川アールブリュット展
防災まちづくり学校講座「男女平
等の防災のあり方」　　　
中央地区まつり（1中）／いずみ音
楽祭／きものフェステイバル
義務教育のその後の自立　
文教子ども委員会　傍聴

6丁目　消火器点検
国分寺まつり
建設環境委員会

議会改革検討委員会

成年後見制度講演会～障害のあ
る人の「親亡きあと」渡部伸さん
障害児・者お楽しみ運動会
犯罪者被害者支援講演会「途切れ
ない支援」土師　守さん
三水協／フェミ議パワーアップ講座
介護保険制度運営協議会　傍聴
芸能大会
３小学芸会／「ありのままのあなた
を大切にしたい」なかよし文庫
国際交流フェスタ／精神保健福祉
講座「夜明け前」藤井克徳さん
国分寺市議会議員研修「公会計制
度、庁舎建設」町田市役所にて
ビブリオバトル（本多公民館にて）
代表者会議・議会運営委員会

人権のつどい「ネットと人権」佐藤佳弘さん
もちつき大会６丁目自治会／環境
まつり／すまいるコンサート
防犯講演会／ニコニコアート展　障害者作文
コンクール表彰/ロビーコンサート（本多公民館）
ここネット広場
まちづくりに関する地域懇談会／
手遊び、歌遊び（ひょうたん島）
一般廃棄物処理基本計画市民説明会
環境問題研究会

成人式

10月8日（月）
9日（火）
14日（日）

19日（金）
20日（土）
21日（日）

22日（木）
23日（火）

24日(水)

25日（木）

26日（金）
27日（土）

28日（日）

29日（月）
31日（水）

　3日（土）
４日（日）
５日(月)

6日(火)

８日（木）

１０日（土）
１１日（日）

１２日（月）
１３日（火）
１５日（木）
１７日（土）

１８日（日）

１９日（月）

２４日（土）
２７日(火)

１２月１日（土）
２日（日）

８日（土）

12日（水）
15日（土）

１８日（火）
２５日（火）

14日（月）

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/

11月1日（木）～2日（金）まで　視察「豊中市」「明石市」「長浜市」

11月29日(木)〜12月21日(金)�　第4回定例会

2019年1月7日（月）　出初式（1中）

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）。

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】

2018年10月～2019年1月の活動より

⬆会派視察。明石市の泉市長と
（11月1日 保育・子ども施策）

WELCOMEサロン

三菱UFJ
銀行

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

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

2月19日（火）

サーティワンうどん屋
駐輪場

ファミリー
マート
ファミリー
マート

皆川りうこ ひとり職場の不適切な窓口対応
については改善に向けて取り組んでいる
か？指定管理者等民間には厳しく対応す
るはず。スマホ操作、イヤホン付けたままの
応対が目撃されている。接遇マニュアルは
市の接遇の姿勢である。市民に公表せよ。

他人に厳しく身内に甘くならぬように他人に厳しく身内に甘くならぬように

今年度中に現行の接遇マニュアルを

見直し策定する。マニュアルは基本的に職員向

けのもの。公表の必要性について確認したい。

総務部長

相談できる環境整える。他の提案に

ついては、慎重に他市の事例など研究する。

総務部長

皆川りうこ ハラスメントとは「他者に対する
言動によって本人の意図には関係なく相
手を不当に不快にさせるなど精神的、身
体的に苦痛を与える行為」と指針に定義
されている。市が率先して取り組むこと
が大事。ハラスメント防止指針がHPに掲
載されたことは確認した。指針が策定さ
れる前と後では何かしら変化はあるか？

国分寺市ハラスメント防止指針国分寺市ハラスメント防止指針

公表については、ハラスメント防

止の要綱が公表されていることもあり指針

自体も公表した。具体的事例、研修の実施、

相談窓口等について認識高めているところ。

総務部長

皆川りうこ ハラスメントは固定的役割分
業、ジェンダー意識がもたらす弊害。

皆川りうこ ハラスメントに関して職員の実態調
査、面談で聞き取り、セルフチェック取り入れよ。

人権侵害の問題だ。ジェンダー

の課題は当然取り組むべき課題として進める。

市民生活部長

　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

出初式（1月7日）⬆

前回に引き続き「接遇・窓口対応」

課題が何点かあり全体調整が必要。教育部長

皆川りうこ プレイステーションについては
閉会中の委員会で補正予算対応すると
報告された。今回の補正に計上されてい
ないが、理由、今後の対応は？

市が買い戻すまでは供用開始で

きないが、活用手法の研究をして行きたい。

建設環境部長

皆川りうこ 戸倉の都市公園を一時的、もし
くは部分開放にせよ。前例がないなら先
例となるよう、果敢に挑戦をすべき。

子どもの遊び場確保を子どもの遊び場確保を

皆川りうこ ペットボトルの拠点収集から戸別
収集への変更についてや生ごみ処理機の
助成事業に関するアンケート実施、助成
事業の意義の検証を。これらについては
廃棄物減量及び再利用推進審議会での議
論を経る必要あり。議事録も公開を。

その様に進めたい。議事録は

HPにて公開する。

環境担当部長

ごみ問題ごみ問題

　国分寺市の副市長は、市役所内部から
一名と、再開発事業等の推進のためのパ
イプ役として東京都から一名を登用し、
二人体制をとってきました。しかし事業も
終盤に近づきその役目を終えたとして
2016年より都からの登用を廃止。ところ
が内部登用での二人体制が継続となった
のです。当時も一人で充分と主張し反対し
ましたが、今回も二人体制の議案が提出
されたため、反対の立場をとりました。

大きな権力側ではなく、
現場こそ人的体制を厚くすべき。

副市長の二人体制は反対。 




