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以下の4点についてご紹介しています。
ページ

コーナー
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トッ プペー ジ

2～3

本 会議 質 問

内

容

１．全議 員で 16年度事 業の 決算 審議！ ２．江戸 天下祭 りが 盛大に ！
今 、最も注目され る「ユ ニバ ー サ ル デザ イ ン の 考え方」

４ ち ょ っと 教 え て 肺 炎球菌ワクチ ン に つい て教えて！
４
2～4

本 の 紹介
参

照

落 合恵子著 「ぼ くは ぼ くで い い 」
① 金 子み すず の詩 ② ユニバ ー サル デ ザ インの考 え 方 ③ 江戸 しぐ さ

巡

行当
日は

約44万人の
人で沿道と
日比谷公園
は賑わった。
写真は町会
平成16年度 主要施策の成果

昨

各町会の婦人部による東京音頭

婦人部によ
る東京音頭

年に続き全議員による決算特別委員会を

である。あでやかな着物に見事な踊り、誰もが

構成し、平成16年度事業について審議し

暖かい声援を送った。

た。各分科会（企画総務、保健福祉文教、区民生

年に一度行われることとなった江戸天下

２

活環境）で2日間、区長・助役が出席しての総括

祭り。全国から山車がこの江戸に里帰り

質疑が2日間の計4日間である。私は総括質疑で、 してくる。歴史民族資料館発行の「続・江戸型
①アレルギー総合相談窓口について②点字広報

山車のゆくえ」にその辺のことも詳しく書かれ

について③文化財保護施策について④介護予防

ていて大変興味深い。また千代田区所蔵の関係

と健康づくりについての4点を質問した。また、 する文化財も写真入で紹介されている。改めて
今後も多様化する区民ニーズに的確に応えてい

思ったが、歴史と文化のある千代田区の果たす

くことを要望し決算の認定に賛成した。

べく役割は重要である。
1

第26号

大串ひろやす通信

平成17年11月5日

問

区長は、本年第一回定例会召集挨拶にお
いてビジョンと理念を示し今後の改革の

方途を示した。それは共生社会の実現と共生の
考え方であった。引用すると「『共生』は人間
社会においては、民族、文化、宗教、国家、社
会システムなどの違いを乗り越えて、理解し、
認め合い、尊重し合う精神であります。（中略）
つまり多様性を認めることのできる寛容さこそ
が共生社会の基本であります」と。これは今、
注目される「ユニバーサルデザインの考え方」
(参照2）に相通じるもと理解している。また大
変評価できるものである。そこで区長にユニバー

金子みすずの詩 「わたしと小鳥とすずと」（参照１）を紹介して

サルデザインの考え方についての所見を伺う。
みんなちがって みんないい

答

金子みすずの「みんなちがって、みんないい」は有
名だ。詩の正式な題名は「わたしと小鳥とずずと」で

▽区長答弁
私が２期目の任期に当たり区政運営の理

の巨星」とまで言わせたほどの才能の持ち主だ。もう7

念として示した「共生」はユニバーサルデザイ
ンの考え方と相通じるものである。従来、バリ

4年前にもなるが、昭和5年、26歳の若さで残念ながら

アフリーというようなことが中心でしたが、や

亡くなった。その彼女の詩の代表作がこの作品だ。

はり年齢や性の違いあるいは障害の有無などに

ある。金子みすずは、あの西條八十に「若き童謡詩人

かかわりなく、誰でもが快適に豊かな暮らしが

「わたしと小鳥とすずと」

できるという、そういう意味で普遍的な価値の

私が両手をひろげても、
お空はちっとも飛べないが、
飛べる小鳥は私のやうに、
地面（じべた）を速くは走れない。

実現をしていくということが、このユニバーサ
ル社会というものであろうと思う。今日の社会
で求められている少子高齢化社会に向けての施
策あるいは男女共同参画に向けての施策も、基

私がからだをゆすっても、
きれいな音は出ないけど、
あの鳴る鈴は私のやうに、
たくさんな唄は知らないよ。

本はユニバーサル社会というものをどう実現し
ていくかということである。それは、それぞれ
の特性を個人が十分に生かしていける社会づく
りである。あらゆる行政の施策の基本になるも

鈴と、小鳥と、それから私、
みんなちがって、みんないい。

のである。そうした意味では、共生という理念
と全く軌を一にする。
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普及啓発も含めてですが、区の施策、事

問

業の中に「ユニバーサルデザインの考え

平成17年11月5日

行政文書とは、区民や利用者に向けて行
政の情報を提供するための説明書、申込

方」を具体的に取り入れ、これらを計画的かつ

書、パンフレットや資料などをいう。にもかか

体系的に実施していく必要がある。そこで、区

わらず今もわかりにくいとの意見が多い。この

としてのユニバーサルデザイン指針、またはユ

際、ユニバーサルデザインの視点から総点検し、

ニバーサルデザイン行動計画の策定を提案する。 早急に見直して対応すべきと考えるがどうか。
ご所見は。
▽政策経営部長答弁

▽政策経営部長答弁

答

区長が掲げる共生の理念に基づき各種の

場、利用者の視点に立って当たることが、その

施設やサービス、文書やホームページ等の利用

効果を得る上で最も重要なことであり、共生の

しやすさ、わかりやすさの観点から、区政全般

原点であると考えている。今後は、配付文書の

にわたるユニバーサルデザイン推進の基本的な

作成の方法、さらに、文書に限らない情報提供

方向性を示すものとして検討してまいります。

のあり方、また、使いやすい申請書等の様式の

答

情報提供サービスにしても、受け手の立

定め方などについて、外部の方々の意見も反映
ユニバーサルデザインの考え方

しながらマニュアル等を作成し、職員に周知し
ていく。

Oliver L・Brownが1954年自分の娘が黒人であるとい
う理由で近くの小学校へ通えないのは違法であるとし

問

て教育評議会を訴える。米国最高裁判所は、この裁判
において「分離は平等ではない」との判決を下した。
この教育における機会平等が「すべての人を尊重する」

窓口応対の改善が指摘されている。職員
一人ひとりが「共生の考え方」や「ユニ

バーサルデザインの考え方」をしっかり身につ

という「ユニバーサルデザインの考え方」の始まりと

けることが何より大事と考えるがどうか。

言われる。

答

「ユニバーサルデザインの考え方」とは、年齢、性
別、能力、言語など人々が持つ互いの個性や違いを認
め合い、かけがいのない一人の人間として互いに尊重

▽政策経営部長答弁

いかに良い施策を展開しても窓口での対応が

していこうというものだ。そして、その分野は物づく
りやまちづくりを始め、福祉、教育、防災、さらにサー

悪ければ台なしである。ユニバーサルデザイン

ビスと情報まですべてを含むこととなる。

の考え方を踏まえ、全庁一丸となって窓口サー

似た言葉

にバリアフリーがある。バリアを前提としてその除去

ビス等の改善

を行うというものであり、「物に注目する視点」であ

推進に努め、

る。「障害者用」「高齢者用」と名づけられた商品や
道具はバリアフリーとはいえるが、使用するに抵抗が

区民満足度の

ある人もいる。ユニバーサルデザインは「人間中心の

高い区政運営

視点」であり明確に異なる。

を行っていく。
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肺炎球菌
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炎ワクチンとは、

子

肺炎の原因細菌

猫を「けむり」と
名づけた落合さん

である肺炎双球菌に対

は、けむりの気持ちをシ

するワクチンのことだ。

ンプルな言葉で表現する。

既に20年前にワクチン

そのなかに、いまを生き

が開発されて、アメリ

るすべての人たちへの思

カでは65歳の半数近く

いを込めた。

が接種している。日本

疲

では保険が適応されなく、先進国でも最も接種
率が低い。１昨年は２万人であったが肺炎ワク

れた、と言っても
いい。負けたって

いいのです。追いつめ

チン接種者が昨年は15.4万人と急増したところ

落合恵子著「ぼくはぼくでいい」

だ。

きずにいる人たちに一度立ち止まってほしかっ

世

られてうまく深呼吸で

界の死因死亡率は感染症が約３割と第１

た。“あなたはあなただからいい”と。文芸春

位で、脳血管障害、心疾患と続く。その

秋社

1000円

（以上は月刊誌 pumpkin10月号より）

感染症の中では急性呼吸器疾患（肺炎・気管支
常に相手を考え、相手を尊重する心

炎）が30％で最も多い。日本の肺炎は死因の第

「江戸しぐさ」

４位だが、なんと高齢者が95％を占めている。
その最も多い原因菌が肺炎双球菌である。高齢

地下鉄東西線飯田橋駅のホームに江戸しぐさの電飾広

の慢性肺疾患者にインフルエンザ・ワクチンと

告が２面ある。これは、社団法人公共広告機構が展開す

肺炎双球菌ワクチンの両方を接種すれば、入院
を63％、死亡を81％減らせるという。肺炎ワク

るテーマ広告の地域版だそうだ。江戸しぐさ広告は、都
内の地下鉄駅に143面出ていて、昨年７月の掲出以来、
学校や企業から問い合わせが殺到しているそうだ。九段

チンは肺炎双球菌の８割に有効であり、安全性

社会教育会館にもその現物大のポスターが掲示されてい

も高く５～８年間有効である。費用は６～９千

る。江戸しぐさの語り部である越川禮子氏から区がいた

円かかる。最近自治体で

だいたものだ。
江戸しぐさは「常に相手を考え相手を尊重する心であ

こうした高齢者の肺炎球

り、つまり『考え方』です」と越川氏はいう。また「江

菌ワクチンに対し助成を

戸しぐさの根底には互助共生の精神がもとになっていま

行うところが増えている。

す。この江戸しぐさにおける共生は肩を寄せ合って生き

（以上「医療相談と老人介護」の

るというのではなく、自立した人々が対等に生き生きと

千代田区でも早

誇りをもって生きていく、という精神を築き上げ、江戸

ＨＰから）

の発展、平和の一因になっていったのです」とも。

期の実施が望まれる！

えて」でも紹介させてもらった。貴重なご意見ありがと
うございました。

◆編集後記
ある障害者の方から、千代田区でも肺炎ワクチン予防
接種の際の公費助成をしてもらいたい、との相談があっ
た。調べていくうちその必要性を私も痛感した。次回定
例会では是非提案していきたい。さっそく「ちょっと教
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