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有益、または、効果的な施設になるか、そ

れを基軸に考えていきたい。協議の記録は

残していく。」（一部抜粋）とある。地域

福祉の先駆けと言える文書も残っている。

現状と今後の市の方針については、当時

の考え方を踏襲して整備・活用せよ。（現

在の障がい者就労支援事業を基軸に地域

のコミュニテイ拠点とするなど）

建設環境部長：寄付者の意向も伺い、

樹林地の緑を保全していきたい。

皆川：各小学校のPTAでは毎年、登

録先の確認作業をしている。その際に

使用する地図と家の実態があっていな

いなど課題もあるようだ。各校の困り

ごとを把握して教育担当部署において

は、フォローアップせよ。

教育部長：子ども110番の住所のリス

トを作成し、更新したものを各学校に

提供している。確認方法は、学校に

よって異なる。より良い取り組みとな

るよう学校と連携を図っていきたい。

皆川：5年ごとの自殺総合対策大綱の

見直しでは、女性、子ども・若者の自殺

者の増加に伴いさらなる支援強化の視

点が加えられた。厚労省では、自殺防

止を目的としたＳＮＳ相談事業を実施

（民間）している。相談者が国分寺市民

の場合、本人に確認のもと情報提供さ

れ、市が引き継ぎ、相談者の課題解決に

結びつける仕組みだ。民間との協定が必

要だが、市でも取り入れてはいかがか。

健康部長：SNSを利用した相談について

は研究していきたい。

皆川：国が法制化されていない一方、市と

して制度を開始したことは自治分権の視

点としても評価できる。今後も独自の取

り組みが必要ではないか？職員の勤務条

件、手当など対象拡大はいかがか？

市民生活部長：東京都パートナーシップ宣

誓制度と国分寺市とで協定を結んだ。今後も利

便性向上が図れるだろう。職員の勤務条件とし

て規則等改正し、休暇取得対象者の拡大を

行った。手当支給は課題があり研究していく。

皆川：人権平和課は　国際交流、姉妹都

市、男女平等、多文化共生等々多岐にわたる

業務を担っている。広く薄くという印象。か

つては課名に男女平等課から係になり、係名

もなくなくなっている。新庁舎では男女平等

推進センター、人権平和課の体制等はどのよ

うになるか？政策の低下招かぬように。

市民生活部長：人権平和課も業務の開始に合

わせて移転する。センターは条例の位置づけ

もあり引き続き条例の目的の実現に向けて施

策を展開し、必要な運営体制は検討していく。

皆川：物品販売、清掃業務などについて

取組は新庁舎においても踏襲すべき。

答弁：雇用について関係部署との連携に

より対応していく。屋内外での物品の販

売は可能でありこれまでを踏襲できる。

皆川：指定管理事業者は市民への対応、接

客・接遇、身だしなみ等チェック項目があ

り、評価される。委託先が不適切であれば

市は改善を求めるのだから、市としては当

皆川：方針の冒頭では、「…今後の財

政運営は予断を許さない厳しい状況…」

と例年にはないほどの厳しい表現だが、

次年度に向けてポイントとなる点は？

政策部長：経常収支比率多摩地域26

市中2番目に高い。一人一人が危機感

をもって経常経費ゼロベースでの計上

を徹底していく。

皆川：職員はPDCAの視点を持って

仕事をしているのか？ さらに、日頃か

ら小さな改善の積み重ねで、より良い

市民サービスにつなげるべき。

政策部長：PDCAサイクルでの事業展開

だが、これまで以上に周知徹底していく。

皆川：方針では、「強靭なまちづくり

」とある。質の高いソフト面での強靭

なまちづくりも重要ではないか。

政策部長：市のビジョンには「共に進

める」「共に高める」「共につなげる」

の理念がある。市民への説明責任l、

接遇、協働の意識含め市民とのより良

い関係が築けるよう務めていく。

皆川：以前も提案しているが新町樹林地

を地域福祉の拠点として整備していただ

きたい。平成26年に新町寄付用地の活用

についての答弁では「市民にとっていかに
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然苦情など言われないように。外には厳し

く身内には甘くならないようにすべき。

総務部長：マニュアルに基づく丁寧な対

応の徹底。研修など市民に信頼される職

員の育成に努めていく。
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　2022年の年明けはロシアによるウ

クライナ侵攻から始まり、元首相の襲

撃事件、旧統一教会問題、さらには

介護、保育現場の不適切な対応等々

「衝撃的な一年」でした。特に、年末

にはこれまで憲法の趣旨ではないと

されてきた反撃能力への保有と防衛

力強化問題の安全保障政策や新規

の原発増設、既存の原発の再稼働

と大きな政策転換もありました。どち

らも重要な政策であるにもかかわら

ず、国会や国民的議論抜きで決めら

れてしまったことは民主主義の軽視、

危機と言え、議論が欠如した「歴史

的な一年」ともいわれます。

　このような一年を経て新年を迎え

ることになりました。この4月には統一

地方選挙が予定されています。二元

代表制である自治体議会は民主主

義の学校と呼ばれています。民主主

義の危機を招かないためにも、多くの

有権者がこの機会を見逃すことなく

権利を行使していただきたいと願い、

私自身は挑戦の年といたします。
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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、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
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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
4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
5期目当選から、2019年7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

国分寺市障がい者・児お楽しみ運動会

本多くぬぎ教室　運動会　

第1回ヤングケアラー支援講座　

森山千賀子さん（白梅学園大学子

ども学部・地域支援学科教授）・

たろべえさん（元ヤングケアラー）

オンラインセミナー「心理的安全

性について」　

　　　　全国フェミニスト議員

連盟オータムセミナー（徳島市）

社会教育　学習会

ライフリンクオンライン勉強会

「菜の花会」／男女平等推進検

討委員会　傍聴　

議会運営委員会　傍聴　

第2回ヤングケアラー支援講座 上原

美子さん（埼玉県立大学保健医療福

祉学部教授）・元ヤングケアラーの方

３R講座　

中庭コンサート（本多公民館）

ＫＩＡママ会　　

新庁舎建設特別委員会　傍聴／

第3回ヤングケアラー支援講座　

松本理沙さん（北陸大学院）

総務委員会

きものフェステイバル　

国分寺市議会議員研修　二つ塚

最終処分場　視察　

労政会館活用の要望書提出（都庁）

武蔵国分寺史跡100周年記念　姉妹

都市・友好都市　文化交流イベント

リオンホール「いきいき子育てのヒント」

建設環境委員会　傍聴　

浅川清流組合議会／新庁舎建設

設計・工事説明会（18時半～）

認知症普及啓発講演会

大頭顕子さん（白梅学園大学）

第3小学校　安全対策会議

恋ヶ窪くぬぎ教室　

３Ｒ講座最終回／男性ジェンダー講座

「多様性の時代に男性は何ができるか

」川口遼さん（名古屋大学）オンライン

「ＫＩＡ国際交流フェスタ」（国際協会）

ＫＩＡママ会

環境ひろば　東恋6丁目厚生会　

ル・リヤン10周年コンサート（いずみホール）

代表者会議／議会運営委員会（傍聴）

「すべての人を大切にする宣言制定　1周

年記念行事」曽我ひとみさん（佐渡市）

「ユニバーサルマナーとは？今日から実

践できる！おもてなしの第一歩」薄葉ゆ

きえさん(株)ミライロ／ニコニコアート展

本多くぬぎ教室　クリスマス会　

現庁舎跡地利活用市民説明会　

「子どもと人権」連続講座　海野敦彦さん

（小学校教員）、大森直樹さん（学芸大学）

恋ヶ窪くぬぎ教室／「女性の視

点を防災に取り入れることの重要

性について」浅野幸子さん

新庁舎建設特別委員会　傍聴／ 地

域福祉計画策定検討委員会　傍聴

親亡きあと講座第4回目／防災講演会

「災害時における障害者支援とは」
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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10月～12月の活動より

⬆国分寺市議会として、ゴミの
最終処分場の視察に行ってき
ました。（10月31日）

⬆徳島市にてフェミニストカ
ウンセラーの河野和代さん
と。（10月9日）

11月28日(月)〜12月19日(月)　第4回定例会

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。

国分寺市パートナーシップ制度の

さらなる充実を図れ

⬆リオンホールにて国分寺市
新庁舎件建設市民説明会に参
加しました。（11月10日）

⬆東京都に「国分寺市労政会館の今
後の活用についての要望書」を会派の
皆さんと提出しました。（11月1日）

9日(土)～10日(日)

接遇、市民対応は大丈夫か？

ジェンダー平等、固定的役割分業の
解消、人権平和課の役割は重要だ

新庁舎においても障がい者施設
等からの物品等優先調達


