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第1回定例会
（2月22日～3月25日）2019年度予算　賛成多数により可決2019年度予算　賛成多数により可決2019年度予算　賛成多数により可決

　統一地方選挙も目前に控えた中での第一回定例会を終えました。このうちの7日間の日程で
予算特別委員会が行われ、平成31年度国分寺市一般会計予算は賛成多数により可決されました。

　国分寺市の新年度予算（約460億
円）は前年度比では２.6％増（約11億
円）。増要因として、待機児解消保育園
の増設、けやき運動場の人口芝生化等
が挙げられます。また、国の地方消費
税清算基準の見直しによる交付税減、
ふるさと納税による税源流出。このよ
うな中、財源不足が見込まれるため財
政調整基金の取り崩し（約4億円）せ
ざるを得ない予算となりました。
　一方、基金残高は今年度も100億円
超の115億円となっています。
　未償還残高（借金）は借り入れを抑
制してきたこともあり、31年度の見込
み（元金）は全会計で約269億円。市
民一人当たりでは、借金約22万円とい
えます。
　皆川りうこは、資料も何点か請求
し、多岐にわたる質疑を行いました。
新規事業の一つ、福祉コーデネーター
については、既存の仕組みとの違い等
の懸念も残りました。今後、注視してい
かなければなりません。
　全体的には、市民生活への予算配分
としておおむね賛同できるものと判断
し予算に賛成しました。

　①から⑦までは請求資料等を基に質問しました。質問、答弁については自身
のメモを基に要旨を記載しています。

予算特別委員会での発言内容　（一部紹介）

皆　川

皆　川 新たに設置される「福祉コーデ
ネーター」現在の仕組みで機能していな
いのか？屋上屋にならないように。時間
外や祝祭日の対応も重要ではないか？

皆　川 多方面にわたる分野多くの方
からのご協力に感謝。各種応援協定の
中で、物資、・食料（生鮮食品、精米等）
の部門もあるが、保管状況の確認等し
ているか？協定の更新時だけではな
く、現場に足を運ぶように。

皆　川 DVシェルターへの補助金を毎
年30万円支出していることは評価す
る。来年度でシェルターが閉鎖すると
の話を聞くが、承知しているか？今後
の見通し等どの様にとらえているか？

皆　川 人権尊重の取り組みとして重
要。私自身、性的少数に関しては、自殺対
策がきっかけだったが、議会では初めて
課題を提起している。市として理解促進
に向けて講演会、学習会等取り組んでい
ることは承知している。ビジョンにも位

社会福祉協議会に委託（嘱託二人

分）。時間外までの対応については含ま

れず。有効に機能するよう取り組む。

地域

地域

現場の声を聴くことは重要と認識する。地域

人権・平和

防災

ごみ減

課題は認識している。どのよう

にすべきか検討する。

人権・平和

承知している。課長会などで情

報共有しながら対応策考えていきたい。

人権・平和

裏面に続く→

質問：

①地域福祉における

福祉コーディネーターの

役割等に関する資料

②男女平等参画に関する条例を

制定している自治体（多摩26市）

置付けられているが、男女平等推進行
動計画などに施策を位置付ける検討を
せよ。アウティング（公表したりさせたり
を強要）の禁止等への取り組みを。

③災害時における各種応援協定

ホームページもご覧ください→ https://minagawa-riuko.jp/

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



　　　　　　議長、副議長、監査委員、建設環境委員
長、予算特別委員長等歴任

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

　　　　　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
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国分寺市議会議員選挙初当選
四期目に挑戦するも惜敗。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3年に編入学（文学部　臨
床心理学科　2010年卒業）
国分市議補欠選挙にて再選
五期目当選から、2019年七期目の現在に至る。

皆川りうこプロフィール

所属会員

議員活動歴

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】

2019年2月～3月の活動より

⬆明るい選挙啓発ポスター
コンクール展（2月25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

⬆国分寺駅南口駅頭にて
（3月）

学校公開3小／6丁目厚生会　新年会
三多摩上下水道及び道路建設促進協議会

東恋6丁目　環境問題研究会
総務委員会　傍聴
講演会「障害者と社会」斎藤りえさ
ん（北区区議）　
講演会「不登校・ひきこもりと地域
に求められること」広木克行さん
建設環境委員会

文教委員会　傍聴
シルバーフェステイバル／Let’s協
働一緒に何ができる
健康寿命のための口腔ケア「オー
ラルフレイル」平野靖彦さん
「カサンドラ症候群」櫻田万里子さ
ん／国分寺難病の会　新年会
「多様な性を知ろう」橋本恭子さん
自治体政策講座「新年度　予算審
議で問われる課題」
国分寺駅特別委員会（傍聴）
議員研修会「東京の自治と市議会の

役割」大森彌（府中の森芸術ホール）

特別支援学級合同学習発表会／ 
けやきの杜活動報告会
北の原コンサート
公開プレゼン「職員とNPO派遣業務委
託」（傍聴）／介護保険運営協議会（傍聴）
財政研究会　講師・澤井勝さん
6丁目　応急救護講習会（AED他）
6丁目厚生会誕生会
リサイクルセンター生活環境影響評価説明会
welcomeサロン
代表者会議／議会運営委員会

国分寺駅交通広場修景計画説明会
いずみ春の祭典
恋ヶ窪駅周辺エリア懇談会
本多公民館　5館ジョイントコンサート
１中卒業式
3小卒業式
6丁目自治会総会
3小入学式
1中入学式
　
投票日／新町樹林地まつり
当選証書授与式
環境問題研究会　6丁目
万葉まつり
レインボープライド週間：ビブリオ
バトル「LGBTに関するテーマの書
評」紀伊国屋書店　
防災講演会「首都直下型地震と風
水害を始めとした国分寺市の危険
について」藤原広行さん
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30日（水）
31日（木）

2月1日（金）

2日（土）

3日(日)
4日（月）

5日（火）
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17日（日）

　18日（月）
19日（火）
20日(水)

3月2日（土）
3日（日）
9日（土）
17日（日）
20日（水）
22日（金）

4月7日（日）
8日（月）
9日（火）

21日（日）
22日（月）
23日（火）
28日（日）
30日（火）

5月6日（月）

22日(金)より3月25日(月)まで第一回定例会

4月14日(日)より20日(土)まで統一地方選挙

9日(木)より16日(木)まで代表者会議(議会人事等)

アンケート項目については前回の

ものを参考に検討する。

ごみ減

協力店の認定要件の見直しをしてい

る。その後協力店が増えていない。検討課題だ。

ごみ減

④リサイクル推進協力店制度について

皆　川 より一層ごみ減量を進める必要
あるが生ごみ処理機への公金支出につい
ても検証すべきで、予定しているアンケー
トについては有効なものになるように。

機会があれば発言したい。指導課長

皆　川「多様な学びを保障する法律※」
が施行されたが、フリースクール等に通う
場合、私費なので経済的に負担が重い。
財源について国に求めてはいかがか?

皆　川 この数年の傾向として、協力店自
体、10店舗にとどまっている。今後どのよ
うに取り組むのか？

⑤生ごみたい肥化事業について

※子どもに合った学びの機会の確保を総合

的に推進することを目的に作られた法律。

正式名称は『義務教育の段階における普
通教育に相当する教育の機会確保等に
関する法律』

⑥業務委託と委託型協働事業との

主な相違点等資料

⑦ぶんじデザインラボ協働事業

業務委託の仕様書

　資料の⑥⑦は一連のもので、この委託
事業は、まちづくり条例の規定に基づき
都市計画分野のまちづくり関する事業
を企画、立案、実践等協働事業で行うも
の。従来の業務委託の仕様書ではなく、
協定書に基づき官民対等な立場で、柔軟
性も持ちながら取り組むものとの答弁。
新規事業だが市民に理解が得られるよう、
機能していくよう取り組むことを求めた。

　世界的に見ても同性婚を認める国は
欧米を中心に26か国の国地域があり、
先進7か国（G７）では法的に婚姻やパ
ートナーシップを認めていない国は日
本だけといわれている。
　国分寺市おいては人権を尊重される
環境づくりの取り組みがなされてい
る。今議会でも性別欄の削除するため
印鑑条例の一部改正議案が提案され
るなど人権を尊重する取り組みとして
評価する。
　本陳情事項にあるように同性パート
ナーの権利保障をする意味でも、公的
にパートナーシップの承認制度に向け
て協議していくことは言うまでもなく、
この点は、市では前向きに取り組むとの
表明がある。同性婚も婚姻制度の多様
化の一つとして考えることにより、事実
婚やほかの在り方、家族制度について
も論ずる契機となることを期待する。
　多くの市民、当事者の皆さんとともに
議論を重ね、制度導入について協議す
ることが重要であるとして賛成とする。

陳情第30－2号
同性パートナーシップの公的

承認に関する陳情については

全員一致で採択されました。

【皆川りうこ賛成討論の一部】

皆　川 ハザードマップについては、デ
ータのミスにより年明けに再度全戸配
布となった。これに関わる支出に関し
ては決算となるが、マップ自体は新年
度においては有効に活用されるべき。

そのように取り組みたい。　　防災


