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皆川：近年、市の対応についてスピー

ド感がある、感じがよいとの声も聞く。

一方では、未だに上から目線、名乗らな

い、自分が「担当ではない」といった不

適切な対応の例もあるが市として認識

はあるか?研修はどうなっているか？

総務部長：地公法に基づき全体の奉

仕者として親切、丁寧な対応に努めて

いるが、少数だが、苦情やご意見もあ

ることは認識している。新入職員に対

しては外部講師による研修、座学だけ

ではなくロールプレイングを実施。ほ

かの職員については基本的にはOJT

となる。マニュアルを教材とし実践な

対応を行っている。ご指摘については

庁内でマニュアルの周知徹底していき

たい。

皆川：市として、課題はどこにあるの
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か「部署？個人なのか」分析し、漠然と

した研修で終わらないようにすべき。

皆川：総務省が実施したアンケート

「全国自治体の地方公務員のメンタル

ヘルス不調による休務者及び対策の状

況」が公表された。休務の原因として

「職場の対人関係、業務内容、本人の

性格」が上位3位。国分寺市の傾向は？

休務者の人数は？不調に至らないため

の対策取組については？

総務部長：令和2年度では、一週間以

上の病気休暇、休職は16名。理由は

国の報告と同様な傾向。個々人の業務

内容、量については適切かの把握、職

場環境整備を行うことを各所属長には

求めている。他者に相談することの重

要性について啓発していく。

皆川：法改正では、個人情報制度の官

民一元化等。国は法的拘束力のある指

示ではない「技術的助言」というが、実

態は市の裁量がほとんどなく、従わな

い場合は法律違反と判断されるもの。

相続問題とは異なり、いじめ自殺など

で亡くなった場合の情報開示が請求で

きなくなる可能性もあり、真実を知りた

い遺族の気持ちに寄り添う改正ではな

いとの指摘もある。独自の条例を制定

するなどの選択肢も視野に入れよ。市

民の立場に立つように取り組め。

政策部長：現在の国からのガイドライ

ンのほかに他の見解等示される可能性

がある。内容を見極めたうえで、対応

していく。

皆川：パートナーシップ制度を導入、予

定している自治体8市にて「にじーず」

職場環境ハラスメント、メン
タル不調

個人情報改正法により自治・
分権の崩壊！？

令和4年度 第2回定例会（6月1日～6月22日）

が5月29日に開催された。その概要は？

市民生活部長：府中市、国立市、多摩市、

国分寺市（導入済）日野市、東村山市、清

瀬市、武蔵村山市（予定）８市にて。今後

定期的に開催する予定。若年層当事者の

方の居場所事業。多様性の理解促進を目

的として学校とも連携していく。

皆川：保育現場でトイレのスリッパが男

子は青、女子トイレはピンクのところが

あった。ジェンダーバイアス解消の醸成

が必要ではないか。

子ども家庭部長：保育指針に基づく保育

を行っている。性別による決めつけをせ

ず、子ども自身が自由に選択できるよう

な配慮をしていく。

皆川：今後設置する総合相談窓口の名

称は大事。大和市「引きこもり窓口」か

ら「こもり人支援窓口」と変更し相談者

数増加した。名称の検討にあたり、地域

福祉推進協議会の皆さん、外国人の方に

もご意見をお聞きしてはいかがか？

例→「えんりょしないで相談窓口」等

健康部長：より多くの皆さんの意見をお

聞きする機会を設ける。

皆川：防災行政無線の設置基準は？設置

場所を公表せよ。規定にも明記するべき。

総務部長：設置数は法令で決められてい

ない。一か所の屋外局に2～４のスピー

カーを設置し、市内全体に音を届くよう

数の算出を行った結果40か所になっ

た。場所の公表は行う。規定への明記に

ついては少しお時間をいただきたい。

★他にも、ごみの減量について質問しま

した。特に生ごみ減量は必須で、わかり

やすい減量目標を定めよとの質問では、

環境部長より、たまご一個分の減量を市

民に求めたいとのこと。また、生ごみ回

収拠点の拡大、たい肥の還元についても

提案しました。

一般質問（一部紹介）

裏面につづく→

　3月に第一回定例会が終えた直後の定例会でもあり通常より議案数
は少なく、追加議案も含め11本でした。補正予算では、新型コロナウイル
ス感染症対策の一環として在宅療養者数増加への生活物資、ワクチン保管庫の追加購入、昨今の物価高
騰への対応策として、保護者負担を避けるために学校、保育所の給食費の助成等が計上されました。
　今定例会では、皆川りうこが補正予算特別委員会の委員を担当しました。多くの質疑を行った上、総合的に
判断し議案には賛成しました。

選挙期間中に元首相が凶弾により死亡するといった衝撃的な事件の発生により、多くの不安を抱えたまま参議院選挙が終わりました。選挙結果は自民党大

勝。国会運営が与党勢力の数の論理だけで進んでしまうのでは！？地域では、小さな声、多様性を大事にする姿勢であきらめずに取り組んでいきます。

「電話は顔が見えない、声だけが頼
りです。声や話し方で最大限のおも
てなしをするつもりで」

（国分寺市の接遇マニュアル一部引用）

民間で注目されている概念「心理的安全

性」。職場内では、「話しやすさ」「助け

合い」「挑戦する」「新奇歓迎」それらの

因子が重要と紹介し、今後の参考にする

との答弁でした。

「上から目線はN0!!」
職員の接遇／電話対応

色のジェンダーバイアスの解消を

国分寺市パートナーシップ制度／若年

層のセクシャルマイノリテイ事業

応援します！生きる力
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皆川：近年、市の対応についてスピー

ド感がある、感じがよいとの声も聞く。

一方では、未だに上から目線、名乗らな

い、自分が「担当ではない」といった不

適切な対応の例もあるが市として認識

はあるか?研修はどうなっているか？

総務部長：地公法に基づき全体の奉

仕者として親切、丁寧な対応に努めて

いるが、少数だが、苦情やご意見もあ

ることは認識している。新入職員に対

しては外部講師による研修、座学だけ

ではなくロールプレイングを実施。ほ

かの職員については基本的にはOJT

となる。マニュアルを教材とし実践な

対応を行っている。ご指摘については

庁内でマニュアルの周知徹底していき

たい。

皆川：市として、課題はどこにあるの

か「部署？個人なのか」分析し、漠然と

した研修で終わらないようにすべき。

皆川：総務省が実施したアンケート

「全国自治体の地方公務員のメンタル

ヘルス不調による休務者及び対策の状

況」が公表された。休務の原因として

「職場の対人関係、業務内容、本人の

性格」が上位3位。国分寺市の傾向は？

休務者の人数は？不調に至らないため

の対策取組については？

総務部長：令和2年度では、一週間以

上の病気休暇、休職は16名。理由は

国の報告と同様な傾向。個々人の業務

内容、量については適切かの把握、職

場環境整備を行うことを各所属長には

求めている。他者に相談することの重

要性について啓発していく。

皆川：法改正では、個人情報制度の官

民一元化等。国は法的拘束力のある指

示ではない「技術的助言」というが、実

態は市の裁量がほとんどなく、従わな

い場合は法律違反と判断されるもの。

相続問題とは異なり、いじめ自殺など

で亡くなった場合の情報開示が請求で

きなくなる可能性もあり、真実を知りた

い遺族の気持ちに寄り添う改正ではな

いとの指摘もある。独自の条例を制定

するなどの選択肢も視野に入れよ。市

民の立場に立つように取り組め。

政策部長：現在の国からのガイドライ

ンのほかに他の見解等示される可能性

がある。内容を見極めたうえで、対応

していく。

皆川：パートナーシップ制度を導入、予

定している自治体8市にて「にじーず」
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が5月29日に開催された。その概要は？

市民生活部長：府中市、国立市、多摩市、

国分寺市（導入済）日野市、東村山市、清

瀬市、武蔵村山市（予定）８市にて。今後

定期的に開催する予定。若年層当事者の

方の居場所事業。多様性の理解促進を目

的として学校とも連携していく。

皆川：保育現場でトイレのスリッパが男

子は青、女子トイレはピンクのところが

あった。ジェンダーバイアス解消の醸成

が必要ではないか。

子ども家庭部長：保育指針に基づく保育

を行っている。性別による決めつけをせ

ず、子ども自身が自由に選択できるよう

な配慮をしていく。

皆川：今後設置する総合相談窓口の名

称は大事。大和市「引きこもり窓口」か

ら「こもり人支援窓口」と変更し相談者

数増加した。名称の検討にあたり、地域

福祉推進協議会の皆さん、外国人の方に

もご意見をお聞きしてはいかがか？

例→「えんりょしないで相談窓口」等

健康部長：より多くの皆さんの意見をお

聞きする機会を設ける。

皆川：防災行政無線の設置基準は？設置

場所を公表せよ。規定にも明記するべき。

総務部長：設置数は法令で決められてい

ない。一か所の屋外局に2～４のスピー

カーを設置し、市内全体に音を届くよう

数の算出を行った結果40か所になっ

た。場所の公表は行う。規定への明記に

ついては少しお時間をいただきたい。

★他にも、ごみの減量について質問しま

した。特に生ごみ減量は必須で、わかり

やすい減量目標を定めよとの質問では、

環境部長より、たまご一個分の減量を市

民に求めたいとのこと。また、生ごみ回

収拠点の拡大、たい肥の還元についても

提案しました。

　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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岩手県北上市生まれ
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

「パリテが平和をつくる」4月10日女

性参政権記念イベント（オンライン）

議会運営委員会（自宅にて視聴）

／ウクライナ応援チャリテイコン

サート～歌でつなぐ 平和への思い～

原発カフェ「福島 汚染水問題」小山貴弓さん

東京レインボープイライド2022

（代々木公園）

アトリエ山紫陽花 創作人形展／

アザレア歌の会 愛の賛歌　

東恋6丁目北の原厚生会 定期総

会（北の原地域センター）　

厚生文教委員会（自宅にて視聴）

総務委員会　

建設環境委員会（自宅にて視聴）

／市川房枝 生誕130年を前に「権

利の上に眠るな〜普選、婦選そし

て18歳」（紀伊国屋ホール）

新庁舎建設特別委員会（傍聴）

武蔵国分寺史跡100周年記念オー

プニングイベント（いずみホール）

全国憲法研究会 憲法記念講演会

レインボーマリッジフィルムフェ

スティバル コンぺティション作品

上映会（なかのZERO小ホール）

東恋6丁目自治会 定期総会

浅川清流組合議会　日野市

KIAママ会　

憲法記念行事「異彩を放て 限界

を決めないで多様性を認める」

(株)ヘラルボニー　伊藤琢真さん

並木公民館まつり

第2回定例会前事前説明会

本多公民館まつり

国際協会総会（福祉センター）

候補者男女均等法施行　4周年記念

「参議院選各候補者に若者が期待する

こと」院内集会　Qの会（オンライン）

第39回地方×国政研究会　子宮頸がんワ

クチン、個人情報法改正等（オンライン）

フェミ議定期総会 設立30周年記

念講演（上智大学図書館）

「雪どけ」活動報告会（福祉センター）／

こくフェスライブ（STORY）小田晃生さん

議会運営委員会／代表者会議

難病の会「であいの会」／人権週

間イベント 映画「ろうもう を生

きる」（本多公民館ホール）

国際協会20周年イベント（いずみホール）

学習会　ジェンダー平等を考える会

第一回３Ｒ講座（市民プール会議室）

第43回地域で平和を考える

チャイルドラインむさしの第18回通

常総会（武蔵野市西久保コミセン）

障害者施策推進協議会 傍聴（市役所）

障害者地域自立支援協議会 傍聴

（市役所）

市民WS「西元町公園のこと一緒に

考えてみませんか」（リオンホール）

東恋6丁目厚生会　環境くらぶ

不登校引きこもり講演会「不登校 引き

こもり―共感が生むはじめの一歩―」

講師：林　恭子さん（いずみホール）
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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5月～6月の活動より

⬆全国フェミニスト議員連
盟設立30年周年記念シンポ
ジウム（5月28日）

⬆全国憲法研究会「憲法記
念講演会」（5月3日）

⬆地域で平和を考える 講演
会にてノンフィクション作家の
澤地久枝さんと（6月18日）

⬆レインボーマリッジフィル
ムフェスティバル（5月7日）

6月1日(水)より22日(水)　第二回定例会

6月12日（日）もとまち公民館にて、澤地久枝さ

んを講師にお呼びして、第43回の平和学習会が

あり参加しました。公権力にもひるまず、執筆

活動してきたことや、月に一度国会前での抗議

活動も続けているとのことです。御年92才の澤

地さん、その信念と行動力に敬意を表します。

コロナ禍等により2019年以降は開催していません。皆様からの

ご意見、ご提案については右の連絡先にお問い合わせ願います。

皆川りうこの過去の議会報告や

活動については、こちらのQR

コードからご覧ください。

重層的支援体制整備事業

現在、40か所の行政防災無線は市のHPに

掲載されています。

びと

市内40か所の防災行政無線


