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令和4年度 第
3回定例会
（9月1日

令和3年度決算審査

〜27日）
Par t2

第3回定例会では、令和3年度の決算審査が9月21日、22日、26日の

3日間にわたり行われ、一般会計・歳出決算額：564億6,564万425円をはじめ、市の決算について
審査しました。多くの指摘事項や課題があったものの、総合的に判断し認定に賛成しました。
この中で皆川りうこの質疑から、一部をお伝えします。
市のまちづくり最上位計画の「国分

に放置し、一式紛失したため再発行によ

いて、マイナポイントの受付業務も行

寺市総合ビジョン」では、経常収支比

り支払いをするなど通常考えられない事

っている。混み合っている日もあり、閲

率について令和6年度までに90％の前

務執行だった。監査からも市の信頼を大

覧ができない事態も発生している。

半との目標が掲げられています。この

きく欠くことになると指摘されている。

事務報告書では、利用人数の記載が

目標に向けて、各種の計画について

実は、ここ2、3年の間にも同課では

マイナポイント申請者とオープナー利用

PDCAの視点でムダはないか、これま

事務処理に関して不適切として監査か

者が合算されている。令和4年度予算特

で以上に見直しや改善も必要になって

らの指摘があったばかり。

別委員会でも人数を区別して記載すべ

きます。事業の縮小、廃止なども考えら

皆川：本件は、各種財政に係わる法律や

きと指摘し改善するとの答弁があったも

れます。その際には納得のいく説明が

市の規則などに沿った事務が行われてい

のだ。このようなデータは利用状況の一

求められます。それにつけても、行政内

なかったことに尽きる。再発防止策とし

つとして把握しておくべき数字と考え

部の在り方、意識改革について散見さ

ての担当からの取組も説明されたが、再

る。もちろん、人数だけではなく、配架

れる課題についての改善は必須です。

度、一つ一つの事務手続き、業務に関し

してある情報に課題はないのか、工夫は

てマニュアルの見直し、複数の目で確認

ないのか等々考えることも必要だ。今後

をすること等々徹底して行うべき。

はきちんと人数把握し記載するよう求

経常収支比率とは：
義務的経費等の経常経費に充当される一
般財源の割合。比率が高いほど新たな住
民のニーズに対応できる余地が少なくな
り、財政の硬直化となる。

1

例年以上に監査の意見書では多
くの指摘事項があります。この
中でからいくつか質疑しました。

衛生費、塵芥処理に要する経費
【環境対策課】
車両点検修繕における７件もの支払い遅延
請求書類を受け取った職員が机の上

め、改善するとの答弁だった。
令和3年度は例年よりも監査での指摘事項
が多かった。多岐にわたる部署であるばか
りか、まったく同じ内容で部署も同じで2
年続けての不適切な会計処理もあるなど
緊張感が足りないと言わざるを得ない。市
民に信頼されるような仕事をすべき。

3

男 女 平 等 推 進 事 務 事 業・
DVについて

皆川：ＤＶの相談先の周知のためのパ
ンフレットが公共施設のトイレなどに
配 架されている。最 新のものはコー

2

総務費 電子計算事務等事
務事業について

オープナー（情報公開コーナー）運営に
ついて 利用者数は正確に！
情報オープナーでは令和3年度にお

ティングされた紙を使っているが、場
所によっては古いものがあり、水に濡
れよれよれになっているものもある。
補充はどうするのか？
人権平和課長：枚数が少なくなった場
合、施設からの連絡により追加する。
裏面につづく→

安倍元首相の国葬問題を受けて：故人を悼む気持ちは誰もが同じだと思います。でも、10年以上前から解決されていない問題についてはもやもや感が
残ったままです。「原発汚染水コントロール発言」「モリ・カケ問題」「旧統一教会との関係」etc.

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
皆川：情報を読み取るツールQRコード

ま事業を継続してきたのではないか。本来

のあるポスターなど一枚掲示しておくこ

は、日常的に販売店での評判、廃棄物減

とも考えてはいかがか？

量に関する審議会等市民側の意見聴取を

文化と人権課長：検討してみる。

行い、事業の将来性について考えておくこ

4

民生費 障がい者、高齢者
意思疎通支援事業について

この事業では音声言語により意思疎通
を図ることに支障がある聴覚障がい者に
対して手話通訳、要約筆記及び指文字通
訳者を派遣している。耳の聞こえが悪い

とも必要だったといえる。

6

土木費 駅周辺の維持管理に
関する経費

デジタルサイネージの年間維持管理
費が約1200万円！？本当に必要か？

方、高齢者などにわかりやすい情報提供

本件はかつて約7000万円をかけて国

は重要だ。市では手話通訳、要約筆記、

分寺駅北口広場の2か所に設置されたこ

指文字通訳者派遣事業があるが、庁内の

とが判明して議論があったが、今後も年

講演会などで要約筆記が少なくなってい

間約1200万円程度の維持管理費が掛か

る理由と今後導入を検討する予定は？

ることが明らかになった。
昨年の1月の運用開始から長期間「準備

への対応のみになっている。コロナ禍の

中」の表示だった。市民からは、デジタル

影響でイベント自体が少なくなっている。

サイネージにより広場が狭くなる。歩行に

市民への広報、庁内にも周知も考える。

とって疎外要因になるとの声も聴く。設置
の効果を検証するには時期尚早かもしれな

5

れることになったが、令和3年度には廃止

は撤去する英断も必要と指摘した。

7

教育費 公民館関係事務事
業について

予定ではないことがわかった。事業者側

皆川：2月26日（土）に本多公民館にて

の事情とのことだったが、市民、販売店に

障害者の生涯学習に関する事業が、オン

とって突然の出来事だった。政策につい

ライン併用により全国の団体等が参加し

ては時として見直しや廃止されることは

開催された。事務報告書に一切記載がな

必ずしも否定するものではないが、判断

い理由は？

に至る過程での説明は必要だ。

公民館課長：恋ヶ窪公民館くぬぎカレッジの

令和3年度の「こくぶんじそだち」は、

一環で、民間が手を挙げて開催したものだ。

販売個数が約5万だったが、当初見込みは

皆川：当日は文科省からの挨拶もあり、

8万であり、過去の実績から見ても過大な

分科会では「くぬぎ教室」が紹介され他

見積もりだった。リサイクル事業につい

府県からも注目されている事業だ。その重

て、今後どうするかなど計画性がないま

要性については予算特別委員会でも質疑
している。掲載されないことは、事業自体

皆川りうこプロフィール

を軽んじているようでとても残念だった。

1957年 岩手県北上市生まれ

皆川りうこの会

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

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

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
所属会員

政務活動費

240,000円

支出

研修費
資料購入費

121,180円
109,966円

（書籍・福祉新聞・学会誌等）

その他の経費

9,978円

（事務用品等）

合計
差引残高

241,124円
-1,124円
※不足分は自己負担

令和元年度
収入

政務活動費
資料作成費

240,000円
4,169円

（コピー代等）

資料購入費
その他の経費
合計
差引残高

以上と推測できることから、場合によって

「こくぶんじ育ち」が令和4年度廃止さ

（文学部
2008年 跡見学園女子大学3年に編入学

収入

80,862円
10,227円
95,258円
144,742円
※市に戻入済

いが、10年設置した場合の維持費は1億円

トイレットペーパー事業が突如として廃止！

タッフとして勤務

平成30年度

支出

障害福祉課長：令和2、3年は個人の依頼

衛生費 リサイクル事業
「こくぶんじ育ち」

＊政務活動費報告＊

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」

令和2年度
収入

政務活動費

240,000円

支出

資料作成費
資料購入費
その他の経費

781円
116,660円
261円

合計
差引残高

121,722円
118,278円
※市に戻入済

令和3年度
収入

政務活動費

240,000円

支出

研修費
資料作成費
資料購入費
議会報告費
その他の経費

48,000円
2,748円
105,959円
33,000円
1,207円

合計
差引残高

190,914円
49,086円
※市に戻入済

皆川りうこの過去の議会報告や活動については

ホームページもご覧ください

minagawa - riuko.jp
問い合わせ・連 絡 先

TEL/FAX 042 ( 324 ) 4442

E-mail : riuko080@ybb.ne.jp

