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令和3年度 第
3回定例会
（9

令和2年度決算審査は賛成多数で認定される

月6日〜10月4
日）

今定例会において、
皆川りうこは前回の一般質問に引き続き、
2年ぶりの決算審査となり多岐にわたる質疑
を行いました。
また、
決算議案の認定については質疑を踏まえ会派（立憲・市民フォーラム）
を代表し、
賛成の
立場での討論を行いました。
討論より（概要）
令和2年度は、通常業務のほかに93

約135億円（前年度比で約5億円以上増）
地方債

算執行についての指摘は、例年には見
られないほど多くの課に及び、国分寺

ものコロナ感染症対策事業が実施さ

未償還額の合計：約269億円

市契約事務規則、会計事務規則、物品

れ、業務量の多さを再認識しました。

（前年度比で約8億円近い減額となり

管理規則等に基づいて仕事をしてな

一般会計決算、歳入約639億円。歳
出約619億円。前年度に比べて歳入歳
出の決算額ともに約3１％以上の増とな

順調に償還が進んでいると言える）

決算資料から

りました。主な要因は、歳入では消費税

事業別行政コスト計算書・事業別貸

交付金、国庫支出金の「特別定額給付

借対照表（平成30年度決算から）として、

金給付事業費補助金」（以下定額給付金

10事業のセグメント分析の結果が示さ

／市民一人あたり10万円支給）、歳出につ

れました。人にかかるコスト、業務にか

いては「定額給付」、民設民営保育所

かるコスト、減価償却費、収入の種類

かったことになる。この事態を重く受
け止め、何が原因で問題を引き起こし
たのか、職員一人一人はもとより、上
司、管理職のマネジメント等しっかり
検証して改善を図るべきです。

個別の事業（一部）

委託料、GIGAスクール関係経費です。

などが数字化されたことによりコスト

市 税収入は約238 億円と前年 度から

意識につながるデータと言え、今後、

245,806円マイナスで増減率ゼロ。

活かし方が問われます。数字だけで判

ました。

断せずに慎重なる対応を求めます。

・市から多額の補助金が支出されてい

改善傾向にある財政指標

令和2年度は国分寺市総合ビジョン

討論では以下の項目についても述べ

る団体の運営について

財源に余裕があるかどうかを示す財政力指数

の前期実行計 画の4 年目、最終 年 度

※国分寺市社会福祉協議会、サー

前年度：1.053➡令和2年度：1.066

で、施策の進捗状況が示されました。

ビス協会

増減率1.２％ 前年度に引き続き不交付団体

総括としての年度であったことを認識

財源の硬直化を示す経常収支比率
前年度：94.5％➡令和2年度：93.4％
一般財源総額に対する公債費充当一
般財源の割合を示す公債費負担比率
前年度：6.4％➡令和2年度：6.0％
将来負担率
前年度：0.4％➡令和2年度：0％
基金残高
一般会計特別会計すべての合計：

・普通財産の管理について

し、ビジョン後期実行計画の取り組み

※新町樹林地、旧日吉保育園、旧ひ

につなげて欲しいと思います。

かり保育園跡等

監査からの意見書などでの
指摘事項
会計年度独立の原則、受益と負担の
観点からも収入未済の解消に向けて取
り組むことが重要だ。資金前渡、予算
の流用、二重払い、契約等不適切な予

・国際施策推進事務事業
・地域センター事業
・男女平等推進、パートナーシップ制度
・東日本大震災支援事業
・国分寺市廃棄物の原料及び再利用
推進事業
・国分寺市いきいき農園事業

カームダウン・クールダウン（気持ちを落ち着かせる）スペース：新庁舎には、人ごみや騒音等でパニックになった方が休憩できるエリアの設置も一考を。

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

一般質問 （一部紹介）
等は、わかりやすさに重点を置く。

1 市政情報・情報共有
皆川：市の各附属機関などの議事録作
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コロナ感染症対策
自宅療養者への支援について

成は当然だが、議事録もHPにアップし

皆川：家族内の発症では、すでに介護、

て積極的に公開せよ。

DV、虐待、ひきこもり等の問題を抱え

政策部長：会議録は作成されていると認

ている場合、心配な要素が増える。庁内

識している。公表については検討すべき

連携をより進めて対応せよ。個人情報に

事項だ。

ついては？医療機関との連携は？

皆川：庁議については、半年以上オープ

健康部長：保健所には自宅療養者となっ

ナーに配架されていないことを前回の一

た方への情報提供をお願いした。国分寺

般質問で指摘し、最近では適切に配架さ

医師会から自宅療養者に対する医療支

れるようになった。庁議の議事録もHP

援強化について説明があり、順次進めて

に掲載してはいかがか？

いる。当番医は電話、オンライン、必要

政策部長：進めるべき事項と認識している。

に応じて往診による診療を行うなど連携

活動日誌

（一部省略）
※議会関係は太字

7月26日(月) 建設環境委員会 傍聴(オンライン)
27日(火) 浅川環境組合議会／東恋 6丁
目厚生会「環境くらぶ」
30日(金) 厚生文教委員会 傍聴(オンライン)
8月2日(月) 総務委員会
3日(火)～4日(水)
第43回議 議員の学校(オンライン)
6日(金) 財政研究会(自治労会館)
23日(月) 全員協議会「新型コロナウイ
ルス感染症対策について」
27日(金) 男女平等推進検討委員会 傍聴(市役所)
9月6日(月)～10月4日(月) 第3回定例会
11日(土) 第49回平和祈念行事
12日(日) 男女共同参画と防災 講師：
あんどうりすさん(いずみプラザ)
17日(金) 男女平等推進検討委員会 傍
聴(ひかりプラザ)
18日(土) 第3回「どっぷり国分寺②～多様
な性とパートナーシップ あり
のままの自分を生きる～」お話：
松中 権さん（プライドハウス東
京）ファシリテーター：文教大学
准教授 青山鉄兵さん(光公民館)

を図る。
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男女平等の視点による
表現のガイドライン

皆川：感染した方の家族構成等ケース
も異なるが、一人一人の不安や心配の声
に耳を傾け、救える命が救えなくなるこ

皆川：市が関係する補助金団体もガイド

とがないように、他機関、部署とも連携

ラインを尊重すべき立場だ。機関誌に使

しながら取り組むことを求める。

用されたイラストが不適切との市民から
の指摘によりHP上から理由もなくイラス
トが削除された。市としての認識は？

2021年7月〜10月の活動より

市民生活部長：固定的役割分担意識に気
づいていただくことが第一だ。ガイドラ
インに準じてほしい。
皆川：ハラスメント問題について多くの市
民に知っていただく手段として「ぶんぶん

⬆ひかりプラザで行われた ⬆プレイステーション「冒険遊び
原爆パネル展へ（7月29日） 場」に立ち寄りました。(9月12日)

チャンネル」でも取り上げてはいかがか？
政策部長：広報として有効な手段。主管
課が行う際は協力したい。
市民生活部長：ジェンダーフリー等の視点
で、周知は大切であり検討していきたい。
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新庁舎建設における「ユニバ
ーサル」の視点でのトイレ

皆川：多機能・誰でもトイレは認知され
てきた。今後、トランスジェンダーの人
などにとって性自認に合わないトイレに
違 和感持つ人もいる。多機能でなくと
も、男女共有トイレの設置も検討せよ。
公共施設整備推進担当部長：検討すべ
きもの。ジェンダーへの配慮したトイレ

ホームページもご覧ください→

⬆管外学習会で平和祈念展示資料館展示へ。引上げ船の中の様
子、おむつで作った子ども服等の展示がありました。（10月6日）

講師の松中 権さんと
※撮影のためにマスクを外しています。

25日(土) 第4回「どっぷり国分寺③～
地域に暮らす外国人の現在～
」お話：日本語教室に参加し
ているナズリーン・アブドラ
さん(光公民館)
26日(日) くぬぎカレッジ 障害を理解す
るために「知的障がい者を支
援するための介助講座」講師
：国分寺市障害者センター 和
田朋子さん(光公民館)／駅前
コンサート(国分寺駅北口)
10月3日(日) 台湾のソーシャルワーカーが
支える未来への一歩「私がホ
ームレスだったころ」(リー・
ウエンシェ著 橋本恭子訳)
刊行イベント(オンライン)
6日(火) 環境くらぶ 管外学習会「平和
祈念展示資料館」
皆川りうこプロフィール
1995年 国分寺市議会議員選挙初当選

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/

2007年 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
2008年 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）
2009年 国分市議補欠選挙にて再選
2019年七期目の現在に至る。
2011年 五期目当選から、
副議長、
監査委員、
建設環境委員
議員活動歴 議長、
長、
予算特別委員長等歴任 等
所属会員 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

問い合わせ・連 絡 先

TEL/FAX 042 ( 324 ) 4442

E-mail : riuko080@ybb.ne.jp

