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暮らしを支えることは、生きることを

支えることです。多種多様な地域資源

や人材により、生きるための支援（セ

イフテイネット）をさらに進めます。

応援します！生きる力 正します！税の使い方
市民参加、情報公開は市政運営の基

本です。税金の使い方がわかるよう

行政情報の積極的公開・評価・改善

を進めます。

ジェンダー平等政策の

さらなる推進

多世代、多国籍、障がいのあるなしに関わらず

多様性を力にしたまちづくりを進めます。

国分寺市自治基本条例を

基本としたまちづくりを

PDCAサイクルの視点で

市政をチェックします。

情報公開・説明責任・財政民主主義で

市民が納得できる税金の使い方の推進

今ある地域資源を大切にした

まちづくりを進めます。

民間委託だけの行政改革ではなく、

行政内部の改善、改革を

ごみ減量、地球温暖化対策を

進めます。

農福連携、緑の保全により

地域コミュニテイのあるまちづくりを

子どもたちのSOSを受け止め

意見表明ができる環境づくり



これまで取り組んできたこと、いま、これから。（一部紹介）国分寺市議会

第30代議長として

　4年間の前半2年は議長としての
務めを果たしました。議会改革で
は、議会開催ポスターの作成、政務
活動費のHPへの掲載、議会ツイッ
ター開始等。また、東京都北多摩議
長連絡協議会の会長を一年間務め、
その中で見えてきた課題を整理し、
問題提起をしてから引き継ぐことが
できました。議長の任期中は、一般
質問はせずに公務を優先といたし
ました。また、すべての委員会に出
席しました。
　後半2年については、一議員とし
て一般質問をはじめ、各所属委員会
では多くの提案、質疑、質問をしま
した。

女性としては初

成年後見制度
男女平等推進施策、性別による
固定的役割分業の解消

トランスフェンダー当事者として講演された
よだかれんさん（前新宿区議会議員）と

東恋ケ窪6丁目の
高齢者アパート「メープル恋ヶ窪」を見学 プライドハウス東京 代表の松中 権さんと 東京レインボープライド2022 レインボーマリッジフイルムフェステイバル

新幹線資料館内覧会でのあいさつ
（国分寺市議会Twitterより）

（国分寺市議会Twitterより）

ゴミの最終処分場の視察 全国フェミニスト議員連盟　総会

　2000年開始の介護保険制度に合わせ
て、成年後見制度はその両輪として重要な
制度と提起してきました。判断力の低下の心
配がある方、障がい当事者にとっても親亡き
あとに必要な制度であり、理解や利用促進
に向けての取り組みを推進していきます。

認知症の理解促進

　高齢者などの見守り協定の意義を改め
て理解・認識してもらうため、地域包括支
援センターなどの事業所でのオンライン
研修の実施を提案しています。

合理的配慮

　障がい者などへの合理的配慮は行政
内部だけではなく指定管理者等にも求め
るよう要望し、指定管理者の募集要項の
中に盛り込まれることになりました。

意思疎通支援

　手話通訳と併せて、聴覚に困難のある
人のためにもイベントなどで要約筆記の
積極的活用を求めています。障がい者の
アクセスシビリティ施策推進でデジタル
デバイドの解消を目指します。

自殺対策

　平成24年に自殺念慮の高いLGBT＋Q
（セクシャルマイノリテイ）の理解促進に
取り組むよう議会で初めて発言しました。
コロナ禍では、自殺総合対策大綱にも盛
り込まれた女性や子ども、若者の自殺者
が多い実態を踏まえて、対策を市の計画
にも反映させることを求めています。
　また、市の窓口対応や相談業務におい
ても、親身に市民の声を聞き取り、適切
な支援につなげられるよう、職員に対し
てのゲートキーパー研修の実施を提案
し、毎年実施されています。

フレイル予防

　高齢者にとって、加齢による心身の衰え
は（フレイル）食事、運動、特に社会参加
の促進によって防ぐことができることか
ら、施策を講じることを平成29年に提案
し、推進しています。

　市の広報物に適用されるために策定し
た「男女平等の表現のガイドライン」を市
民に公表して民間でも活用できるよう求
めています。さらに、附属機関などの男女
比率のバランスを取ることも要望してい
ます。

国分寺市パートナーシップ制度
の充実、拡充

　法律婚ではないカップルが利用できる
国分寺市独自のパートナーシップ制度が
運用されています。この婚姻に類似した
制度についてさらなる充実を提案してい
ます。現在、市の職員の勤務条件に関して
休暇取得対象者の拡大の適用が開始され
ましたが、扶養手当などの支給に関して
は慎重な対応が必要であるとする市への
働きかけを今後も行っていきます。
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PDCAサイクルを意識した仕事を

フェミニストカウンセラーの河野和代さんと
インクルージヨンフェスタ2022 in国分寺丸井にて

JBB代表の佐藤優子さんと
国分寺市は宇宙開発発祥の地！

（ココブンジプラザにて）
ぶんぶんウォークにて

東京経済大学の学生さんと

平和学習の企画で講演された
ノンフィクション作家の澤地久枝さんと

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」を提出

平和講座2022「いのちの海とサンゴのいま」講師の
大久保奈弥さん（東京経済大学教授）と議会での一般質問

子どもの不登校

　学校に行けない、行きたくない子どもた
ちの居場所活動をしている市民団体との
連携、支援を提案しました。教育委員会も
連携には前向きですが具体的な動きにつ
ながるよう、今後も尽力していきます。

市民への良好な接遇・対応を

　接遇や市民対応に関して苦情が出ない
ようにすべきと求めています。市として
は、市民の立場に立った対応をする職員
を目指すとして、研修の充実、マニュアル
活用により丁寧な対応に努めるとしてい
ますが、まだ庁内全体に周知されていな
いことから今後もしっかり取り組むよう求
めていきます。

人権・LGBT研修

行政内部の情報公開

　性的マイノリティであるLGBTに関する
研修や、合理的配慮に関する研修を充実
させることで、誰一人排除されない社会づ
くりを目指します。

　一つのトイレに様々な機能（おむつ替
え、オストメイト、車いす対応等）を集中
させるのではなく、機能分散型のトイレ
の設置を提案し、実現される予定です。
障がい者の就労、物品の優先調達につい
てもこれまで同様に取り組むよう提案
し、新庁舎や現庁舎跡地に建設される複
合施設においても取り入れられるように
なっています。しっかり見ていきたいと思
います。　市民の“知る権利”に基づき、行政内部の

情報公開を求めてきました。附属機関の議
事録、土地開発公社の関係書類のオープナ
ーでの公開、組織展開表等についてはHP
に掲載されています。庁議の記録について
は、速やかに公表するよう求めています。

　デジタル化が進む今の時代にこそ、人
と人との関係性が重要になります。国分
寺市内の公民館では、これまで50年以
上にわたって、異世代交流、保育活動、
障がい者の余暇活動などの事業を、参
加者と双方向で作り上げてきました。新
しい展開と既存のモノやコトの共存を
図ることは大事なテーマであると発言し
ています。

　計画（P）、実行（D）、評価（C）、改善
（A）により仕事のあり様を自ら見直すこと
も重要です。日々の小さな改善にこそ大き
な改革につながるのではないかと提案し、
PDCAについて、市としてはこれまで以上に

税金の使途

　年間の維持管理費に約1千万円の国分
寺駅北口駅前、デジタルサイネージは必
要でしょうか？将来的には外す選択も含
めて、今後注視していきます。

関心が持てるよう周知していくとしていま
す。その成果をしっかり確認していきます。

学校教育におけるLGBTの
理解促進

ユニバーサルデザインの採用促進
新庁舎などの施設では

地域が培う人のつながりは
市の財産

　思春期には自分の「性自認」に関して
違和感を持ち、それが時としていじめや
自殺念慮などの深刻な事態につながるこ
とがあります。そこで、性的マイノリティ
への理解促進と偏見防止を目的として、
小学校高学年から中学生を対象にＬＧＢ
Ｔ当事者を招いて直接話を聞ける授業の
実施を提案しました。ちょうど同時期に
国分寺市内の中学でこうした授業が行わ
れましたが、継続されるよう引き続き取
り組みます。

ごみの減量・生ごみたい肥化

　市内公共施設での拠点回収の拡充を
提案し、公民館などでの回収場所が拡大
されました。

防災無線の整備

　市内40か所の防災無線の適切な運用
と要綱などに設置場所の明記を求め、
HPに掲載されました。
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お金について報告します

分類
収入 政務調査費（年間支給額）

項　目 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

支出

研修費

政務活動費

240,000円 240,000円 240,000円 240,000円
121,180円 0円 0円 48,000円

議会報告費 0円 0円 0円 33,000円

0円 4,169円 781円 2,748円
109,966円 80,862円 116,660円 105,959円

9,978円 10,227円 261円 1,207円

-1,124円 144,742円 118,278円 49,086円

資料作成費（コピー代等）
資料購入費（書籍・福祉新聞・学会誌等）

その他の経費（事務用品等）
241,124円 95,125円 121,722円 190,914円合計

差引残高

国分寺市議会では使途の透明化を図るため、収支報告の際には関係書類、1円からの領収書の添付が義務付けられています。

1957年
1975年
1977年
1982年
以降

1995年
2007年

2008年

2009年
2011年

岩手県北上市生まれ
岩手県立黒沢尻北高等学校卒業
日本警備保障株式会社（現セコム）入社
子どものアトピーをきっかけに生活クラ
ブ生協や第3小のPTA活動等を行う。
国分寺市議会議員初当選
4期目に挑戦するも惜敗／同年、子ども
のシェルター勤務
跡見学園女子大学　文学部臨床心理学科
3年に編入学（2010年卒業）
国分寺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

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

議会活動歴

認定資格など

　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：1，000円
【郵便振替】

推薦人

宮岡　佳子

私たちも皆川りうこさんを応援しています！

跡見学園女子大学心理学部教授

　皆川りうこさんは、心理学を学ぶために大学に編入しま
した。その積極的な姿勢は、親子ほど年齢差のある学生た
ちには良い刺激でした。今、困難をかかえている人は増加
する一方です。人の気持ちに寄り添える皆川さんだからで
きることがたくさんあります。おおいに期待しています。

月下　和恵 パネルシアター作家・東京保育専門学校講師
羽田幼児教育専門学校講師

橋本　泉 中小企業診断士 山田　真 小児科医

　議会報告の活動日誌では、様々な現場に足を運んで
いることが分かります。現場や当時者に寄り添った姿勢
を貫き、これまでの経験と実績を政治の場に活かしてい
ただきたいです。

　政治家は「言いっぱなし！」の人が大部分なのですが、
皆川さんは、「計画→実践→評価→改善」という、いわゆ
るPDCAを愚直に実践されています。なかなかできるこ
とではありません。国分寺市の市政に際し、余人を以て
代えがたい方だと思い、推薦する次第です。

芋生多恵子 NPO法人こども未来ラボ・理事長
特別支援教育士

朝倉　淳也 森の風法律事務所 代表弁護士

　りうこさんは、女性活躍と子育て支援に熱心に取り組
んでおり、言葉だけではなく信念を持ち、市のために活
躍してくれると信じ、応援しております。

佐藤美代子 いずみ助産院　助産師（岩手県花巻市）

　「一人の子どもが育つには村が丸ごと必要である」
アフリカの諺です。多様化する子どもたちの自立に責任
を持つべき大人たちの思いを実践している皆川りうこさ
んを推薦致します。

辻　よし子 あきる野市議会議員
国分寺市出身（国分寺市立2小、3中を卒業）

　皆川さんとは無所属議員の集りである三多摩議員ネッ
トで地方自治等について共に学んでいます。私の生まれ
育った国分寺市が女性や弱者の視点を大切にした優しい
街であり続けるためにも皆川さんが是非とも必要です。

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、認定
NPO法人トラ・ゾウ保護基金

所属会員

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

※不足分は自己負担 ※市に戻入 ※市に戻入 ※市に戻入

こども発達支援サポーター、ユニバーサルマナー検定2級、ハンドセラピスト認定など


