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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

内

容

1.平成 17年 度事業の 決算審 議！ 2.区議会国 外行政 視察の 報 告書で きる！

１

トッ プペー ジ

2～3

本 会議 質 問

４

朗 報 ①

高 齢者の 肺 炎球菌ワクチ ン接種に 公費助 成始まる！

４

朗 報 ②

健 診と保健指導 が 一連の サ ービスとして実現 ！

2～4

コ ラ ム

① 子 ども優 先の社 会とは ②公 明党 重 点政 策 ③ アーティストインスクール

「子 ども優先 の 社会」（チ ャイル ドファースト社会）を目 指して！

議会国外都市行政

区

調査（今年4/16～

4/29）の報告書ができ
る。訪問都市はパリ、
バルセロナそしてロン
ドンの３都市である。
も議員として始め

私

て参加した。時間

と空間に対するスケー

平成17年度 主要施策の成果

平

ルの 違 いに 圧 倒 され 、
カラー55ページの報告書

成17年度事業について、各分科会（企画

また 真 の意 味 で の多 様

総務、保健福祉文教、区民生活環境）で

性や寛容を知ることができて大変勉強になった。

2日間、区長・助役が出席しての総括質疑が2日

特に印象に残ったのはウエストミンスター市の

間の計4日間の審議を行った。私は総括質疑で、 青少年センターだ。そこではすべての子どもが、
①事務事業評価制度について②区の財政構造に

本来持っている能力や可能性を自ら見出し発揮

ついて③子育て広場と保健所との連携について

することができる機会を提供する。調理、ダン

の3点を質問した。また討論では、区として

ス、コンピュータ、音楽、DJなど体験できるよ

「民間開放の指針」を急ぎ策定することを強く

うになっており、それぞれプロの人が子どもた

要望し賛成した。

ちを教える。是非千代田区でも実現したい！
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問

平成18年10月29日

子どもに関することは教育も子育ても健
全育成も全て自治体の事務である。よっ

て「子ども優先の社会」の実現といっても実の
ところは自治体の取り組みにいかんにかかって
いる。実現に向けて自治体として確かな道筋を
つけていくべきと考える。石川区長は今まで
「次世代育成」についてその重要性を強調し、
社会システムの構造改革であると述べている。
そこで改めて区長に「子ども優先の社会」に対
する所見と実現に向けての基本的な考え方を問
う

答

「子ども優先の社会」とは

▽区長答弁(抜粋）
私たちの未来は今の子どもたちによって

つくられるものであり、「子どもは社会・家庭
ども優先の社会（チャイルドファースト社会）と

子

の宝」と言われるゆえんだろうと思う。未来を

言っても具体的にはどのような社会をいうのだろ

①その一点目は、憲法と教育基本法に謳われた「教育

担う子どもを育てることは、人間の営みで最も
大切なことであり、将来、社会構成員として様々

機会の平等」の実現である。それは子どもの本来持っ

な活動・貢献をしていく、いわば公共的な存在

ている能力と可能性を見出し育てる、また子ども自

とも言えるわけで社会全体で大切に育てていか

うか。私はその条件として以下の２点をあげたい。

らが気づき発揮できることが可能な機会をすべての

なければならないと考える。

子どもに保障されている社会である。つまり「教育

次世代育成施策は、人口増、経済成長、男女

機会の平等」と「子どもの機会の平等」はイコール

役割分業的な発想に基づく社会・家庭のあり方

である。
②もう一点は、子どもを主体とした新たな子ども観、

を前提として構築された従来の社会システムに

すなわち子どもの視点が社会の隅々までに行き届い

対するアンチテーゼである。だから、私は、構

ていることである。
してこの2点が約束された「子ども優先の社会」

造改革だと申し上げている。今世紀において、

は全ての人に優しい社会でもあるということはい

子どもたちがうつむいたり、肩を落とした姿を

そ

うまでもない。昨今、子どもに対するいじめの問題や

誰もが見たくない。子どもたちの目が輝き、声

家庭内での虐待そして犯罪などが注目されている。自
治体として「子ども優先の社会」「チャイルドファー

が弾む社会・まちでありたいというのが私も含

スト社会」の実現していくとが急がれる。子どもの笑

めて皆の願いだろう。子どもの笑顔は、前へ進

顔輝くまち千代田を目指し、今こそ確かな道筋をつけ

みたいという人としてのエネルギーであり、こ

ていくべきである。

のエネルギーが失われた社会に未来はない。
2
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問

子どもの能力や可能性は知的能力・学力
だけでなくスーツなどの体力、芸術能力、

問

平成18年10月29日

子育てのメニューは揃っていても内容が

伴わなくては意味はない。カタログとし

人格等さまざまである。子どもの持っているそ

ての保障で終わらないためにも、子ども施策全

の優れた能力や可能性が何であるかを親や教師

般を子どもを主体とする子どもの視点を持って

や地域が適確に見出し伸ばす機会、または子ど

体系的に推進しチェックできる仕組みが必要で

も自らが気づき発揮できる機会をすべてに子ど

ある。現在、次世代育成支援推進会議がその役

もに保障することが大事である。区としてこの

割を担っているとのことだが、現状と今後のあ

「子どもの機会の平等」をいかに保障していく

り方を問う。

のか。
▽区長答弁（抜粋）

▽区長答弁(抜粋）

答

子どもには本来自ら育つ力、子育ては

事業のチェック、あるいはあたらしい形を考え

「個育て」とも言いうが、自ら育つ力が備わっ

ていただきたいという意味で、計画策定以降も

ている。それゆえにつらいことも希望・夢を持っ

この会議を設けているところである。

答

次世代育成会議については、それぞれの

て乗り越えられるのが、それが子どもの特権だ
ろうと思う。大人はその特権を奪ってはならな

公明党重点政策の基本的な考え方

い。家庭や、親、学校は、子どもに生きていく
上で必要な養分を与える存在であってほしい。

公

十分な養分が与えられるならば、子どもは好き

会から『人』輝く共生社会の実現」を掲げた重点政

なように力を伸ばして枝葉を伸ばしていくだろ

策が了承された。この「人」輝く共生社会とはなに

う。どの子どもたちにも、等しく養分を与えら

よりも子どもの可能性を開く「チャイルドファース

明党はこの９月30日に党大会を終えた。そこで
基本的な考え方として、「国家・経済優先の社

ト」社会つまり「子ども優先の社会」を築くことで

れる機会を保障していくことが行政の役割だと

あるとしている。教育についても、人間の幸せとい

認識をしている。真に自由・自立した人間とな

う本来の教育の目的にたち「人間の幸せのための教

るには、他者へ思いやり、他人を尊重すること

育」との視点を確立し子ども一人ひとりの学ぶ意欲
を引き出し無限の可能性を開くとした。この「子ど

が身に付いていることが前提で、家庭・学校・

も優先の社会」の構築は多くの国民の願いであり待

行政・地域は子どもの持っている力を伸ばす機

ち望んでいたことでもあろう。

会を与

子

えると

どもと若者の「僕が僕であるために」、「もっ
と自分らしく生きたい」との願いを叶えるため

には、今日までの国家・経済優先という国のコンセ

いうこ

プトの「国家」を「国民」に、「経済」を「子ども」

とだろ

に置き換えるまさに天と地をひっくり返すような大

うと思

転換が必要である。公明党の政策の基本はここにあ

う。

ることを広くアピールしていきたい。
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今

年度から高齢

平成18年10月29日

行の早期発見・早期治療のための健診

現

者の肺炎炎球

（二次予防としての健診）から予防のた

菌予防接種に4,000

めの健診（一次予防としての健診）が実現する！

円の公費助成スター

メタボリックシンドロームの概念を導入した生

トする。この公費

活習慣病健診・保健指導への転換である。健診

助成は千代田区独

によって保健指導を必要とする者（特に予備群）

自の事業で23区で

をスクリーニングし、確実な行動変容を促す保

は目黒区に続いて2

健指導につなげるため、健診および保健指導を

番目となる。昨年、 一連のサービスとして体系化するものである。
ある障害者の方か

予防接種希望申込書

の度、19年度中に区として、国保と保健

ら相談があり、医

こ

師会の協力を得て

導計画」を策定することとなった。20年度から

この度実現したも

実施となる。

所の連携により期間5年の「健診・保健指

のだ。感謝！
アーティスト・イン・スクール

※接種機関：平成18年10月1日～19年3月31日
※接種場所：指定医療機関一覧表に記載されて

代田区では、平成17年度より子どもの芸術体験と

いる医療機関で予診票を持参の上接種してく

千

ださい。

中学校まで実施している。その目的はプロの芸術家を講

してアーティスト・イン・スクールを保育園から

※接種回数：生涯に一回
※接種料金：接種費用の1/2の額4,000円です。

師として学校に派遣し、子どもたちに、より多くの芸術
に触れる機会を提供し子どもの自由な成長を図るという
ものだ。アーティストの例としては落語家あり、カメラ

※注意事項：①インフルエンザ予防接種を受け

マンあり、劇団員あり、マリンバやピアノ奏者あり、美

てから、1週間以上間隔あけて肺炎球菌予防

術家などさまざまだ。アーティスト講師は、生徒たちの

接種を受けてください。

豊かな発想や表現を引き出すきっかけを与え、出てきた

②過去に肺炎球菌予防

表現を「表現」として成立するような環境や構成を考え
るものとなっている。またこの授業は、教える・教わる

接種を受けられた方は

という一方的なものではなく生徒と講師（芸術家）が共

接種できません。

に考え、作り上げていくワークショップ型となっている

※問合せ先：千代田保健

のも特徴だ。
さに子どもへの機会の提供そのものである。今後

ま

所・保健予防係へ

ともさらに拡充し継続してもらいたい事業だ。

電話 3291-3654
◆編集後記

私のキャッチフレーズを以下のように決めました。こ
れからも全力で区民のため頑張ってまいります。

通信の発行も30号を数えることができました。これも
皆様の応援、アドバイスがあったればこそです。本当に
ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願
いいたします。

「まっすぐ真剣

大串ひろやす」

http://www.h-ogushi.com/
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