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　令和4年度の一般会計予算額約503億

円は、市長就任の初年度約380億円の

1.3倍の規模となります。これには国分寺

駅再開発事業、新庁舎土地取得、新型コ

ロナウイルス感染症対策等の要因が挙げ

られ、財政規模の拡大は避けられなかっ

たと言えます。一方では財政健全化に向

けて取り組みもなされ、今日に至ります。

　このような状況の中、「市長としてこ

れは！」と言える予算は何かと問いまし

たが、全体的に必要な予算であるとし

て明言されなかったのは残念でした。

代表質問の項目として

■財政（予算規模、基金残高、借金他）、

人事（処遇改善ハラスメント他）、

政策（選択と集中）

■ワクチン接種、コロナ禍による、孤

独、孤立問題、子どもたちへの影響

■ゼロカーボンシテイ

■ヤングケアラー問題

■男女平等推進、性的マイノリテイ

■デジタル推進、予約システムの課題

■子どもの虐待問題、ファーストバー

スデーサポート事業

討議資料

議会報告

2022年4月発

行

■学童施設整備

■公民館について

■野川の整備　　など、会派の皆さんの

ご意見も含めて取り上げました。

皆川：バリアフリー法の改正により機能

集中から分散型の考え方により「多目的」

「多機能」トイレではなく、「バリアフリー

トイレ」と名称も変更。市としても「バリ

アフリートイレ」と統一してはいかがか？

公共施設整備推進：庁内で検討する。

皆川：見直しや、取り組みの状況は？

人権平和課：庁内で検討中。性的マイ

ノリテイ、アイキャッチャー等これま

で盛り込まれていない点も含める。市

の委託事業者、外部団体にも浸透する

ようしていく。

皆川：年々研修費が削減されている。

予算が多ければよいというわけではない

が大丈夫か。事務ミス防止研修、ハラス

メント予防研修しっかり取り組むように。

総務部長：できるだけ、庁内の講師を

使って実施している。昨年末には約

150人の職員を対象に事務ミス防止研

修を実施した。

皆川：妊婦体験教室は父親が対象のよう

だが、多様な性の視点から同性パート

ナー等も体験できるように。

健康推進課：申し出があれば検討する。

皆川：「こころの体温計」では男女の性

別チェック欄があるが、「その他の性」の

項目も必要ではないか。

健康推進課：アプリ開発事業者、委託

業者に問い合わせてみる。

　他団体とは言え、市として指導監督

等の対応を図る必要があると思います。

【サービス協会】

他の介護保険事業所から厳しい目で見

られている。定員を増やした通所リハ

ビリも、民間と比較すると定員数に対

公共施設

職員人事管理

母子・成人保健 -多様な性の視点から-

市の補助金団体

令和4年度 第1回定例会（2月18日～3月22日）
令和4年度国分寺市一般会計予算
賛成多数により可決

男女平等表現のガイドライン

して職員が多い現状だ。あり方検討委員

会の報告も踏まえて、市民に信頼される

ような運営を。

【社会福祉協議会】

・権利擁護センター。正規職員を一人採

用で昨年より増額予算。民間の同様な

事業者に比較して成年後見制度の受

任数も少ない。委託先としての役割を

果たすように。

・地域共生モデル事業を2年間実施し、

令和4年度は包括的支援体制構築事業

が委託される。市に総合相談窓口を設

置し職員も一人配置されるようだが、

待ちの姿勢ではなく、機能的、機動的

な動きになることが重要だ。

皆川：窪東公園のトイレに「環境部 自然環境

課」と現在存在しない課名の張り紙がある。

この件はH28年の一般質問で指摘し改善し

たはず。昨年の12月にも担当に電話で伝えて

おり、予算特別委員会前に確認している。女

子トイレも壊れたまま。どうなっているのか。

緑と建築課：現場を確認して改善する。

（※報連相の問題。現在は修理されている）

皆川：文科省の委託事業だったくぬぎカ

レッジが終了した。公民館事業のくぬぎ教

室の発展充実を図るための取り組みは？

公民館課：カレッジの連携協議会ととも

にくぬぎ教室あり方を検討していく。

皆川：成人年齢が18歳になることによ

り若者への被害を防ぐ取り組みは重要

だ。同時に障害者や高齢者への詐欺被害

についても心配だ。場合によって成年後

見制度につながるような配慮もせよ。

経済課：関係課とも連携し対応を図るよ

うにする。

皆川：管理費が1240千円/年とあり、

増額しているのはなぜか？いまだに準備

代表質問（一部紹介）

予算特別委員会（一部紹介）

中のところもあり、改善すべき。

駅周辺整備：システム改修や新たな情報に

対応するための増額。すみやかに対応する。

皆川：テレビドラマなどで市内で撮影さ

れることがある場所を動画、映像により

HPにて紹介できないか？事前の申し込

みにおいて確認できるように。

市政戦略室：検討したい。

避妊など性教育が重要であることを求める。

市民説明会では地下水の心配等多くの質

問があり、それに対する回答については、

HPに掲載する。との答弁でした。

裏面につづく→

　第一回定例会では、市長の施政方針に対して各会派ごとに代表質問を行います。現在の会派（立憲・市民
フォーラム）としては初めての代表質問となりました。また、皆川りうこは昨年までの2年間は議長を務めていたため、
実質的な予算審査には加わりませんでしたが、今回は2年ぶりに委員として審査し、多岐にわたる質疑を行いました。
　予算については、散見された課題の改善を求めた上、賛成といたしました。
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き支援に結び付くこと、そして何よりも平和的な早期解決を望むばかりです。
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　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】
＊郵便振替

皆川りうこの会　　　　　伝言板

一口　1000円

口座番号　00160-9-614301
口座名義　「皆川りうこの会Let's」

皆川りうこプロフィール

　　　　　　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 等
　　　　　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。

所属会員

議員活動歴

（一部省略）
※議会関係は太字

政治団体収支報告届提出 都選管

議会運営委員会（自宅視聴）／

LBGT講座「家族のかたち」

阪崎義勝さん

    

三多摩議員ネットワーク宿泊研修

議案について事前説明会

総務委員会

くぬぎカレッジ

厚生会　環境くらぶ/国分寺市道

路・交通網計画説明会　

浅川清流組合議会　日野市 

国分寺市バリアフリー基本構想

（案）説明会

防災訓練（オンライン）／くぬぎカ

レッジ成果報告会（本多公民館）

財政研究会（オンライン）

講演会「法人後見のメリット」事

例報告 根岸満恵さん／医療ケア

児支援医療関係者会議 傍聴／障

害者施策推進協議会 傍聴

予算に関しての事前説明会/東京

都議員研修会（オンライン）

「日台比較から女性議員増をめざ

して」王貞月さん（オンライン） 

地域包括支援センター運営協議会 傍聴

「やさしい日本語でつなぐ」戸嶋浩子さん

障害者基幹相談支援センター　

第3回相談部会　傍聴　

SDGs連続講座「中学生と考える持続

可能な社会」 中村えのさん・一中生

公共施設をデザインする　

代表者会議/議会運営委員会

※代表者会議に非公式にて参加

本会議　市長より施政方針

代表質問

総務委員会

障害者の生涯学習の未来を創造する

～「学び」を通した共生社会の新

しい流れ～

公共施設整備等特別委員会　

　　　　予算特別委員会

人権平和講座「3月10日に起き

たこと」濱田嘉一さん　

いずみ春の祭典　

「東京大空襲について語る」砂田

寿子さん／難病の会

異世代交流地域協働事業「コロ

ナ禍での地域の状況を知る」～今

こそ人のつながりを考える～　 

現庁舎跡地利活用市民説明会　

市民福祉講座「ひとりにしない地域

づくり～大規模災害から考える～」
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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】

2022年1月～4月の活動より

⬆「インクルージョンフェスタ
2022 in国分寺丸井」にて（一社）
日本視覚障がい者美容協会代表
の佐藤優子さんと（3月12日）

⬆全国フェミニスト議員連盟
第11回 女性議員パワーアッ
プ集中講座
（1月11日）

17日(月)～18日(火)

2月18日(金)より3月22日(火)　第一回定例会

3月4日(金)～11日(金)

都市公園清掃・除草。
剪定など委託料

障がい者の余暇活動

まちの魅力発信

子宮頸がんワクチン

新庁舎建設

消費者見守りネットワーク

国分寺駅前にあるデジタル
サイネージ


