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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。

「共生社会」の実現に向け、厳しい現実に対応した予算を求める
2016 年第 1 回都議会定例
会が、3 月 25 日に閉会しま
した。今定例会では、都議
会民進党（定例会当時は都
議会民主党、以下同じ）が
目指す全ての人に居場所と
出番がある「共生社会」の 障がい者スポーツを通じて「共生社会」を目指す
（東京マラソン障がい者の車いすレース）
実現について舛添知事と議
論を行いました。
政府の経済政策は豊かさの実感には程遠く、むし
ろ格差や貧困の問題を生じさせたと言われています。

高齢者が住みなれた地域で生活を続け
られるよう、医療と介護が連携して支え
ることが重要です。都議会民進党は、医
療介護提供体制を充実させ連携の強化を
提案しました。知事は「現場の声を聞き
ながら一層の連携強化を図っていく」と
答えました。
高齢者の住まいの課題として、認知症
高齢者グループホームが 2025 年に 2 万
人分の目標に対しあと 1 万人分不足、特
別養護老人ホームは、要介護度 4、5 の
待機者が 4,300 人もいる現状です。都議
会民進党が、整備促進の加速を求めたこ
とにより、2016 年度、都は、整備を促
進することとしました。
中村ひろし議員は知事に対して、介護
福祉従事者の賃金が低いため人手不足が
深刻さを増していることから処遇改善等
の対策を求めました。また、都内で 4 千
人と推計される 64 歳未満の若年性認知
症への対策強化を求めました。

子どもの貧困対策

680 億円

保育人材の確保育成

203 億円

不登校・中途退学対策
非正規雇用対策
児童相談所の体制強化

✂

7 億円

28 億円

商店街の活性化支援

46 億円

1493

943 億円

非正規雇用労働者の平均年収は 170 万
円であり、正規雇用の 1/3 にも満たない
実態です。都議会民進党は、格差や貧困
解消のため、同一価値労働同一賃金の原
則の下、正規雇用転換や処遇改善を求め
てきました。その結果、2016 年度予算
では、正社員転換を促進する助成金が大
幅に拡大されました。

現場目線で地域交通改善へ
都は、都市計画道路のうち今後 10 年
間で優先的に事業着手する路線 226km
を示しました。都議会民進党は、早期整
備が望まれる路線は早急に取り組む一方
で、長期未着手の路線は廃止を含めた検
討を行い、めり張りのある整備方針にす
べきと求めました。
また、方針策定の過程で地域交通への
影響も検討しました。一例として、都が
整備中の調布・保谷線と「塚」交差点で
交わる連雀通りがあります。現状、交差
点に連雀通りの東側から進入すると右折
禁止となっています。改善を求めた結果、
連雀通りに右折レーンの整備が可能な拡
幅を行う計画となりました。

行

都政報告会 (5/22/ 日）に
♦都政アンケート

4 月 1 日から都議会会派名称を、
「都議会民進党」
とし新たなスタートを切りました。今後も、
「自由」
「共生」「未来への責任」を理念として掲げ、
「公正・
公平・透明なルールのもと、多様な価値観や生き方、
人権が尊重される自由な社会」、「誰もが排除される
ことなく共に支え、支えられる共生社会」、「未来を
生きる次世代への責任を果たす社会」を実現するた
めに、都議会民進党は都民の皆様とともに政策を前
に進めていきます。

□ 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

お知らせ

問1：今回の都議会レポートの記事で関心のある記事をお知らせください
（複数回答可）
答1：□予算編成 □子ども施策 □高齢者施策 □オリンピック
□雇用対策 □道路整備

答2：□期待する □期待しない □わからない
□その他、理由、求める課題等

都議会の会派室に新名称の
看板を設置、
都政改革に邁進

都政報告会を開催します

5月22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。

《理由等》

問2：「都議会民主党」から「都議会民進党」に会派名称が
変わりました。今後の活動に期待しますか、期待しませんか。

都道連雀通り東側から見た
塚交差点

「都議会民進党」都政改革に向けてスタート

きりとり

きりとり

切手を貼らずに
投函してください

また、学童保育の待機児童問題も深刻
なため、中村ひろし議員は知事に対し
て、市区町村の取り組みを積極的に支援
し早期の解消を図るよう求めました。
子どもの貧困が深刻さを増すため、都
議会民進党は、生まれ育った環境に左右
されず教育を受けられるよう新たな東京
都版給付型奨学金など総合的な対策を提
案しました。
都内でも児童虐待による死亡事件が起
こりましたが、急増する相談件数に対し
現場の人手不足も深刻な状況です。新年
度は、これまで求めてきた児童相談所の
体制強化が実現しました。

きりとり

子育て支援、児童虐待死ゼロへ

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

40 億円

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

1 8 1 8 7 9 0

78 億円
104 億円

バリアフリー化の推進

✂

きりとり

郵便はがき

54 億円

認知症対策

木造住宅不燃化・耐震化

●都政に対する皆さまのご意見・ご要望をお寄せください

中村 ひろし

雇用対策・就業支援

都立
「味の素スタジアム」
隣に建設が進む
「武蔵野の森総合スポーツ施設」
。
オリンピックの会場としても使用される。

金額

✂

区分

非正規雇用対策を急げ！
同一価値労働同一賃金を！

目黒区にある東京都若年性認知症
総合支援センターを視察、
16 年度中にはさらに多摩地域にも設置。

【都議会民進党の要望が実現した主な項目区分】

保育園、学童保育の待機児童の早期解消を！

三鷹市内にある市立認可保育園

オリンピック・パラリンピックで子ど
もたちの未来にどんな東京をバトンタッ
チできるのか、広く英知を集め取り組ん
でいかなければなりません。しかし、大
会運営費もいまだに明らかにされず、約
１兆 8 千億円に膨らむのではないかとも
報じられています。都議会民進党は、国
や組織委員会に予算計画の情報公開と創
意工夫をはじめとしてコストの縮減を要
請し、持続可能な東京大会モデルを提案
することを求めました。
知事は「都民、国民に丁寧に説明しな
がら、不断の精査をしていくことが必要
だ」と答弁しました。
しかし、新国立競技場の費用負担に続
き、組織委員会が整備するとしていた仮
設施設まで都が整備するとの方針が突如
表明されました。そのため、中村ひろし
議員は、予算特別委員会で舛添知事に情
報公開や透明性の確保を行い都民への説
明責任を果たし、大会の成功に向けて取
り組むよう求めました。

子どもの貧困、非正規雇用の対策促進へ

2016 年度の東京都の一般会計予算は 7 兆 110
億円、前年度に比べて 0.8％増加しました。都民
が未来への希望を持って生活し、その実現に向け
た努力を応援する予算とし、負の連鎖を断ち切る
ことが大切です。都議会民進党は、昨年末 880 項
目の政策提言を知事に提出し、都民が直面してい
る厳しい現実に対応した予算を求めてきました。
代表質問においても、子どもの貧困や児童虐待、
教育格差、非正規雇用などの課題に対応するよう
求めました。これに対し知事は「取り組み推進な
どしっかりと支援する」と答弁しました。都議会
民進党が求めてきた政策に予算が措置されました
（表参照）。

保育園の待機児童数は、都内全体で
11,729 人（2015 年 10 月現在）と依
然として入所できない方が多い状態で
す。都議会民進党は、待機児童ゼロの早
期実現は急務であり、保育士の処遇改善
や人材確保策の推進を求めました。

高齢者施設の整備促進、
介護従事者の処遇改善を

予算特別委員会で都議会民進党を
代表して討論する中村ひろし都議

✂

7兆円の新年度予算が成立

そのため、様々な課題について国に先んじて手立て
を講じるよう求めました。
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、防災に強いまちづくり等、
安全・安心を実感できる都市の実現に向けて活発な
議論を促しました。また、学童保育、介護人材確保、
認知症対応等の質問を文書で提出し取り組み促進を
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。

創意工夫による経費節減で
持続可能なオリンピックを

※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 5月22日（日）

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）

ご氏名

〒

♦ご意見・ご要望をお寄せ下さい♦



ご住所
お電話
メール

FAX
＠

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

