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共生社会の実現にむけて
障がい者施策の推進を求める

都議会民主党リポート 2016 新年号

中村ひろし

東京都議会議員（三鷹市選出）

【中村ひろしプロフィール】1971 年愛知県一宮市生まれ。一橋大学法学部卒業後、電機メーカー勤務を経て、2002 年行政書士事務所を開設。
2003 年から三鷹市議会議員 2 期、2009 年から東京都議会議員 2 期。現在、都議会都市整備委員会委員長。

新国立競技場の都負担は納得できる説明を
非正規社員の正規雇用化、障がい者施策に取組め

都市整備委員会で
委員長として議事運営

新国立で都が395億円もの負担

中村ひろし都議会議員は、都市整備委員会の委員長
として議事運営を行いました。また、文書質問「障が
い者施策の推進について」を提出し共生社会の実現に
向けた取り組みを求めました。皆様には本リポートへ
のご意見を賜りたく、お願い申し上げます。

徹底したコスト縮減を！

✂

行

ご氏名

〒

♦都政アンケート

□ ご出席
□ ご欠席

皆様の声をお聞かせください♦

1項目でも結構です。□にレ印をつけてください

答1：□納得できる □納得しないが仕方がない
□どちらとも言えない □分からない

□納得できない

問2：都政の課題について関心があるものを伺います（複数回答可）。
答2：□オリンピック □防災防犯
□子育て施策 □環境問題
□その他（

□景気対策

□高齢者施策
）

《その理由》

FAX

12 月 17 日、都議会民主党から来年度
予算について 880 項目の要望書を舛添知
事に手渡しました。都の予算は一般会計
で約 7 兆円、特別会計等を加えると約 13
兆円です。議会の要望を踏まえて知事が
予算案を作成し、2 月 17 日から開会され
る次回定例会で審議します。
要望は、すべて都民生活にとって重要
なものですが、重点要望として、子ども
の居場所創設、子どもの貧困と引きこも
りの実態調査を行い対策につなげること
を要望しました。子どもを安心して産み、
育てられる環境の整備推進、保育人材の
確保・定着を求めました。教育の質の向
上について、教職員、スクールカウンセ
ラーなど、人材の配置拡充を求めました。
また、介護や訪問看護に携わる人の確
保・育成・定着施策を求めました。さらに、
中小企業の販路開拓や、国際会議・海外
企業の誘致、時代にふさわしい都市交通
の実現、無電柱化の推進、耐震改修促進
計画の目標達成に向けた取り組みを求め
ました。

100年先を見据えたい

奥多摩町の水道水源林を視察

都政報告会を開催します

※当日参加も可能ですが、準備の関係上、事前にご一報
いただけると幸いです（左のはがきをご利用ください）

と

き 2月13日（土）

10：00〜11：45
ところ 三鷹市市民協働センター
2F 第1会議室
（三鷹市下連雀4-17-23）

お知りになりたい都議会の活動がありましたら、お書きください

＠

都議会民主党の役員から舛添知事に要望書を手渡す

2月13日に都政報告会を開催いたします。どうぞお気軽にご参加下さい。

《その理由》

みなさんの意見を反映した議員活動を行っていきます

お電話

お知らせ

問1：知事は新国立競技場について都が３９５億円負担するとの合意に
ついて伺います。

♦ご意見・ご要望をお寄せ下さい♦



ご住所

メール

都政報告会 (2/13/ 土）に

都予算に向け子育て施策等
880項目を要望

奥多摩町と隣接する山梨県丹波山村で水道水源林を
視察しました。都は、荒廃した山林を涵養し良質な水
を確保するため、奥多摩町から丹波山村にかけて2万
ヘクタール以上の広大な水源林を管理しています。丹
波山村には「憲政の神様」と言われる尾崎行雄の記念
碑があり、東京市長を務めた1909年に視察し、水源
林の涵養を決めたと刻まれています。100年先を見据
えた先見性を大いに見習いたいと思います。

きりとり

きりとり

中村 ひろし

差出有効期限
平成28年6月
30日まで

三鷹市下連雀三ー二二ー五
ＹＫソナンビル三〇一

1 8 1 8 7 9 0

1493

ひろしの
つぶやき

※ 都政報告会のご出欠をご記入ください

郵便はがき

都市計画や杭打ち工事データ流用問題等を議論
委員長として公正公平な議事運営を行
い、都政向上に資する議論が行われるよ
う務めます。
委員会では、横浜市のマンションの傾
きから発覚した杭打ち工事データ流用問
題に関して、多くの議員から活発な質問
が行われました。都施設の安全は確認し
たとのことでしたが、行政や業界の構造
的な問題はないのか検証し再発防止を図
るため、引き続き取り扱っていきます。

✂

きりとり

切手を貼らずに
投函してください

（遺産）となるとの考えのもと、国で法
的措置を講じることも踏まえ、財政負担
に応じる決断をした」と答弁しました。
都議会民主党は、情報公開や透明性の確
保をはじめ、自治体の主体性を守るこ
と、徹底したコスト縮減を国に対して働
きかけることなどを強く求めています。
また、オリンピックに関連して、2019
年ラグビーワールドカップへの対応、受
動喫煙防止条例の制定を時期を前倒して
行うこと、テロ対策に万全を期すこと、
外国人観光客の宿泊対応なども求めまし
た。

都市整備委員長として議事を運営
中村ひろし都議会議員は、前回の定例
会最終日に都市整備委員会の委員長に就
任しました。担当分野は幅広く都市計画
道路の整備、交通政策、建築物の耐震化、
民間住宅施策と都営住宅整備、建築行政
等があります。
オリンピックを控え、国の大幅な規制
緩和により都心では大型ビルの建設が進
んでいますが、無秩序な開発ではなく計
画的な都市整備を行うことが大切です。

国の経済最優先の姿勢が、都民の暮ら
しに格差を拡大し、社会保障への不安が
広がっています。とりわけ、非正規社員
の割合が4割を超えたことから、都議会
民主党は、舛添知事に不本意非正規の正
規雇用化の推進、処遇改善に向け、支援
策を拡充すべきと訴えました。
知事は「国と連携して正社員転換を促
進する助成金事業に取り組むなど、誰も
が夢と希望を抱けるよう、非正規雇用対
策を着実に進める」と答弁しました。
また、国は介護施設等を増やすと発表
しましたが、都議会民主党は、介護人材
が更に必要になると考え、国の施設偏重
と取られかねない新たな方針に対し、都
として高齢者が安心して暮らせる施策を
着実に進めるべきと訴えました。
知事は「在宅サービスか施設サービス
かの二者択一ではなくバランス良く整備
することが必要。大都市東京にふさわし
い高齢者施策を展開する」と答えまし
た。

東京都多摩障害者スポーツセンター
（国立市）
を視察、
視覚障がい者用の卓球台では、
ピンポン球の中の鈴の音で場所を確認。

●都政に対する皆さまのご意見・ご要望をお寄せください

きりとり

舛添知事は、政府と新国立競技場の整
備費について都が 395 億円程度を負担
することに合意しました。都議会民主党
は、都民の理解が得られること、法的根
拠があること、過大な負担とならないこ
とが必要であると強く主張してきました
が、今回、知事に対して、都民が受ける
便益の内容や負担の積算根拠、法的根拠
の内容など、都民に対する説明も含めた
見解を求めました。
知事は「新国立が、スポーツの振興は
もちろん、周辺環境の向上や地域の防災
機能の強化など多様な価値を持つレガシー

都議会の本会議で文書質問「障がい者
施策の推進について」を提出しました。
都議会民主党は、一人一人がかけがえ
のない個人として尊重され、多様性を認
めつつ互いに支え合い、すべての人に居
場所と出番がある、強くてしなやかな共
に生きる社会、
「共生社会」を目指して取
り組んでいます。知事も所信表明演説で
は「『共生社会』を東京にしっかりと根
付かせる」と述べました。
2020 年にオリンピックと同時にパラ
リンピックが開催されることから、バリ
アフリー化、無電柱化の推進が取り組ま
れますが、
「心のバリアフリー」の考え方
が浸透し社会全体の理解が進むことが必
要です。
質問を通じて、４月から施行される障
害者差別解消法への対応や虐待の防止へ
の取り組みを求めました。
また、福祉人材の不足が言われる中、
特に重度障がいや難病の方々の多様な状
況に対応できるヘルパー等の人材養成の
重要性を主張しました。
さらに、障がい児が学ぶ特別支援学校
の教室不足への早急な対応、障がい者ス
ポーツの促進などについて求めました。

非正規社員の正規雇用化、
介護人材の育成を

デザインが決定した新国立競技場技術提案書 A 案
（技術提案書よりＪＳＣ提供）

✂

平成 27 年第四回都議会定例会が、12 月 16 日に閉
会しました。今定例会では、新国立競技場の整備費
における都と国との負担合意が行われたことなど、
2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会に関する課題などが大きなテーマとなりました。
都議会民主党は、雇用就業対策をはじめ、高齢者
施策、子ども・子育て支援、環境、まちづくり、テ
ロ対策などの課題について、積極的に質疑・提案を
行いました。

HIROSHI NAKAMURA TOGIKAI MINSHUTO REPORT

✂

HIROSHI NAKAMURA TOGIKAI MINSHUTO REPORT

中村ひろし 事務所

〒181-0013 三鷹市下連雀3-22-5 YKソナンビル301
TEL：0422-70-2065 FAX：0422-70-2056
E-mail：hnakamura1971@yahoo.co.jp
http://nakamurahiroshi.jpn.org/（毎日更新中）

中村ひろし

