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一般質問では
「子ども若者・子育ていきいき計画について、LGBTQ,
学校に行けない、
行かない、
行きたくない等」
「社会教育施策、
くぬぎ教室

告

報
議会

国分寺市東恋ヶ窪6-7-31

令和4年度 第
3回定例会
（9月1日

〜27日）
Par t1

について」
「現庁舎用地利活用について」
「職員の市民対応・接遇について」
などについて、
を取り上げました。
決算審査での質疑についてはニュースレター92号にてお知らせします。

一般質問（一部紹介）
国分寺市子ども若者・子育て
いきいき計画」子どもの最善の
利益を考えた環境整備は重要

措置を講ずることにより利用者保護、

ワーカー）も参加していると聞く。福

質の確保を行っている。ジェンダーの

祉分門とも連携し緩やかな支援を。

視点も必要な情報提供をしていく。

教育長：各学校担任が定期的に連絡を
取る。実態に応じてタブレットによる授

LGBTQ当事者からのお話を

業や放課後に教員とやり取りするなど
の対応を図っている。様々な機関と連
携することは大事。充実を図っていく。

皆川：コロナ禍の収束が見えない中、

皆川：学校教員用の手引き「生徒指導

子どもの自殺者が2020年499人。

提要」が12年ぶりに改訂され、性的マ

2021年も473人と深刻な事態だ。本計

イノリテイに関して、教員は悩みを抱

画の一つ一つを着実な実行も大事。子

える児童、生徒のよき理解者となるよ

育て環境整備を確実に取り組むように。

うに。とある。市としてはすでに、人

子ども家庭部長：他の計画とも整合性

権教育の教材で取り上げているが、中

コロナ禍中ではＩＣＴ活用も進んだが、

を図り、各取り組みの充実、見直しを

学校の授業に当事者を招いて直接お話

人とのつながりの重要さが叫ばれている。

行いPDCAサイクル実施している。

を聞く機会も設けよ。（※欄外参照）

公民館活動の再評価により充実発展を。

SSWもようやく4人になったが、せめて2
校に一人の配置は必要と考えます。

教育長：これまでの当事者のメッセー

放課後等デイサービス事業者の
質の低下せぬように
皆川：放課後デイサービス事業と情報

ジを掲載するなど様々取り組んでき
た。当事者については道徳授業公開講
座に招き生徒や保護者が講演を聞く機
会を設ける。

通所支援事業所連絡会を年2回実施。

学校に行けない、行かない、
行きたくない。
学校だけが居場所ではない。

市内児童発達事業所と放課後等デイ

不登校の子ども 小学生46人、中学生92人

福祉部長：障がい者自立支援協議会の
専門部会の相談支援部会の中で障害児

皆川：「くぬぎ教室」は、他の自治体
では類を見ない全国的にも注目され、

共有と質の低下を招かないような取り
組みは？ジェンダー平等も推進せよ。

公民館事業「くぬぎ教室」活動、
障害者の余暇活動の充実、拡大を

国分 寺 市として歴 史ある大 事 な事 業
だ。障がい特性によっては参加できるメ
ニューが限定的だ。公民館10の体系に
基づき、さらなる事業展開を。利用を障
害程度1の方も対象者として拡大せよ。
教育部長：参加促進については今後、効

サービス事業所、障害者基幹相談セン
ター、相談支援部会長、市の職員も参

皆川：一人ひとりの状況についての把

果的な学習の場の提供に向けて「国分寺

加し、情報共有、課題解決に向けての

握は？地域で活動している不登校の親

市立公民館障害者施策協議会」で協議し

協議、連携強化。助言、指導、是正の

の会にはSSW（スクールソーシャル

裏面につづく→

※性同一障害については以前、精神障害との位置づけだった。WHOでは、今年の1月から性別不合（Gender incongruence)として精神疾患の分野から除外することとした。

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
ていく。愛の手帳1の方の参加についても

寄り添う対応をしてほしかった。

協議会にて課題など含め検討してもらう。

総務部長：多くは接遇マニュアルに沿っ
た対応。必要に応じて現場に足を運び状

現庁舎跡地に予定されている
複合公共施設について
皆川：施設内にはフリースペースの配置
が予定されているが、事務室から死角に
なるなど懸念の声がある。
公共施設整備推進担当部長：利用者間
の交流の場として自由に使用してもらう
ことを想定しているが、ハード、ソフト
面からの対策が必要。事務所の配置も工

況確認しきめ細やかに丁寧に対応するこ
とが必要だ。市民の信頼に応えるよう周
知していく。
市民同士で意見が異なった場合、大きな声
の市民に職員が引きずられることのないよ
うに。市民の疑問に対して「委託業者に任
せている」との回答もあると聞く。市民に信
頼されるような対応に努めるべき。
2022年7月〜9月の活動より

夫が必要で参考にする。
皆川：フリースペースの活用として、一
角に障がい者の就労の場、市民の憩いの
視点から販売店などの設置を。
担当部長：受け止めた上、可能性も含め
研究していく。
皆川：複合施設に予定されている施設、
福祉センター、恋ヶ窪公民館、図書館、
武道館、そして弓道場の利用者の代表者
などが一堂に会して、意見交換できる場
を設置せよ。お互いの施設の利用状況な

⬆国分寺市社会を明るくする
運 動推 進委員会さんの活動
の一環として日吉町に作られ
た「ひまわり畑」
（7月28日）

⬆多様性のある社会をつくろ
う！連続講座第1回目に参加。
講師のよだかれんさん（前新
宿区議会議員）と（8月20日）
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1995年 国分寺市議会議員選挙初当選

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

（文学部
2008年 跡見学園女子大学3年に編入学

ど理解促進のためにも必要だ。
担当部長：市民参加の一つとして改めて
検討させていただきたい。

理学科 2010年卒業）

臨床心

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、
建設環境委員長、
予算
議員活動歴 議長、
特別委員長、
浅川清流環境組合議会議員等 歴任

再び“職員の市民対応・接遇”
杓子定規ではなく、共感性も大事！
前回も取り上げたのですが、多くはとて
も感じの良い接遇だが…。こんなことも
あるとは？
皆川：20年以上にわたって体育施設を利
用してきた団体から、最近、高齢化等で人
数が減って団体として施設を利用できる
最少人数を下回ったため、活動継続のた
めに登録人数の見直しを市に求めたが、

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

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」

返答は「条例で決まっている」など、受付
られない理由に終始したという相談があっ

【ホームページもご覧ください】

た。調べてみると条例では人数を定めてお

皆川りうこの過去の議会報告や

らず、何らかの工夫で改善が図れるのでは

活動については、こちらのQR

ないかと思えた。担当には、どうすれば利

コードからご覧ください。

用を継続できるのかという視点で、市民に

Welcomeサロンについて

http://minagawa - riuko.jp/

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。

活動日誌

（一部省略）
※議会関係は太字

7月1日(金) 光公民館人権平和講座第1回目東ア
ジアをつないだ沖縄・琉球「島の子
どもたちの授業より」義元幸夫さ
ん／がん教育授業見学 がんサバイ
バー当事者のお話（国立市内）
2日(土) 「であいの会」国分寺市難病の会
9日(土) 講座第2回目「いのちの海のサン
ゴ礁のいま」大久保奈弥さん／リ
オンホール 期日前投票
15日(金) 講座第3回目「柳宗悦がみた80
年前の沖縄」横須賀幸枝さん
17日(日) ひまわりコンサート（いずみホール）
19日(火) 高齢者福祉計画・介護保険事業
計画評価検討委員会（傍聴）
21日(木) 日本トイレ協会主催「男だって汚物
入れが欲しい」（オンライン視聴）
23日(土) あきる野市議選応援（辻よしこさん）
24日(日) 学校に行くことがつらいお子さんの
家族の会（本町八幡神社社務所）
25日(月) 映画「ゆめぱのじかん」「荒野に希
望の灯をともす」（東中野ポレポレ）
26日(火) 厚生文教委員会（傍聴）／環境く
らぶ：厚生会
28日(木) 障害者施策推進協議会（傍聴）
29日(金) 講座第4回「占領下の人々と本土
復帰」戸邊秀明さん
8月1日(月) 新庁舎建設特別委員会（視聴）
3日(水) 総務委員会
4日(木) 手をつなぐ親の会 懇談会
5日(金) 建設環境委員会（視聴）
12日(金) 財政研究会（視聴）
13日(土) 映画「TOMORROEW 明日」(いずみホール)
15日(月) 第33回平和祈念式（市役所前庭）
16日(火) 三多摩議員ネット定例会（府中）
17日(水) 第3回定例会前事前説明会
19日(金) 学校に行くことがつらいお子さんの
家族の会（本町八幡神社社務所）
20日(土) 戸 倉 公 園 整 備 市 民 懇 談 会 ／
LGBT講座 よだかれんさん（小
金井萌木ホール）
21日(日) お話ワクチン 蓑田雅之さん／本多公
民館中庭コンサート／防災訓練1中
23日(火) 環境くらぶ：厚生会
25日(木) 男女平等推進委員会（傍聴）
26日(金) 公民館運営審議会（傍聴）
29日(月) 子ども子育て会議（傍聴）
30日(火) 代表者会議・議運（視聴）
31日(水) 政治倫理審査会 新任の方との面談
9月1日(木)〜29日(水) 第3回定例会
4日(日) おはなしポケット「マジックシア
ター」百瀬裕美さん
10日(土) 令和4年度中庭コンサート「一五
夜コンサート」（本多公民館）
11日(日) 恋ヶ窪公民館 くぬぎ教室
17日(土) LGBT授業オンライン視聴／「ま
ち・ひと・わたし」地域と人権を
結ぶ（光公民館）
19日(月) 敬老会（いずみホール）
24日(土) 国分寺難病の会設立30周年
「笑いと歌の会」（いずみホール）
25日(日) 学校に行くことがつらいお子さまの
家族の会（本町八幡神社社務所）
27日(火) 環境くらぶ：厚生会
28日(木) 公民館障害者施策協議会（傍聴）
問い合わせ・連 絡 先

TEL/FAX 042 ( 324 ) 4442

E-mail : riuko080@ybb.ne.jp

