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◇大きな理 想の 実現 に 、具体策 を持って真剣に 取 り組みます。

私の本会議質問 ◇地域 の 声に 真 剣！共に 担う公 共だ か ら ！（本 会議質 問の 主な項目）
実

績

◇皆様 の 声が 政 策に 反映 され まし た。

19年第1回定例会 ◇共生 社会を目指し て！ 「対話」と「交流 」を区 政運営の 中心軸に せよ！
コラム

◇周恩 来の 平和 外交

お
お

大きな
きな理想があります！
▼住民自治の実現を目ざします！皆で担う公共だから！
▼お互いを認め合い尊重し合う共生社会を目指します！
▼子どもの笑顔が輝くまちを目指します！
▼ずっと健康で元気で暮らせるまちを目指します！
具体策

ぐ

たいさくがあります！実績があります！
▼誰にもわかりやすい区の予算書が作成されました！
▼高齢者の肺炎球菌ワクチン接種に公費助成が実現！
▼公園の子ども遊具の総点検が始まりました！

☆ プロフィール ☆

▼ブックスタート（ハローブック）も実現しました！

Ｓ29年7月7日生、52歳

真剣

創価高校・創価大学経済学部卒
平成11年区議選初当選、現在2期
資格：図書館司書、証券アナリス
ト、アマチュア無線
趣味：読書、映画鑑賞
家族：家内と娘の3人家族

し

んけんです！一人の声の実現に真剣です！
▼政治に真剣！地域のために真剣！
▼大きな理想の実現に真剣！身近な相談にも真剣！
▼「まっすぐ誠実」がモットーです！
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は、

皆様の声を区政に反映すべく、
二期八年間、全32回の本会議に

第２回

質問に立ちました。
本会議質問の主な項目（今期）

第１回

年第１回

■共生社会の実現を目指して！
19 ◆新生・千代田区政の目指すものは何か
◆共生社会実現のための方途は何か
◆地域生活環境指標マップの作成を提案す
る、所見は

■ユニバーサルデザインについて
・指針の策定を！
・計画書や役所の書類はわかりやすく！
・窓口応対の改善策と職員の意識改革は。
■地域情報化への取り組みについて
・地域情報化推進計画の策定を提案する
■文化芸術プラン推進にあたって
■子どもの読書推進策について
◆学校図書室の充実策について
■子ども施策に必要な理念「 『子どもの権
利 』を最優先に！」
◆子ども施策推進にあたっての理念を問う

■財政白書のその後
16 ・「強い財政を目指す」とされた白書の目標
はどもまで達成できたのか
・区として目指すべき、将来のバランスシー
トの姿は
・財政白書改訂版の作成を提案する

■「子ども優先の社会」の実現に向けて確か
な道筋を！
◆子どもの本来持っている能力や可能性を見
出し育てる「機会の平等」を！
◆子ども施策全般を「子どもの視点」を持っ
て推進し、チェックする仕組みを作れ！

■図書館の大いなる可能性について
・図書館の理念と目的は
・蔵書構成方針と選書基準を公開すべき
・ＩＴを利用した情報へのアクセスは
・レファレンスサービスの更なる充実を
・千代田図書館八十年史に続く図書館史を！

年第４回

年第４回

■「子どものための教育」実現のために！
18 ◆区はどのように教育改革を進めるのか。
◆改革の具体策として
・学校運営連絡会の役割と今後の方向性は。
・スクールカウンセラーのさらなる充実を！
・メディアリテラシー教育を実施せよ！

第３回

第３回

第２回

第２回

■「新しい公共」を定義せよ。
◆「新しい公共」を皆で担うため、「協働」
の仕組みをつくれ。
◆「ＮＰＯ・ボランティアとの協働のに関す
る政策提案制度」について。

■水と緑の景観形成に如何に取り組むのか
・ビジョン実現のための具体的な方法は
・道路・公園整備のあり方は

第１回

■減災対策の推進について
・耐震補強をいかに進めていくのか
・災害時要援護者対策は。
・災害時の情報の収集と伝達は。
・「災害対策事業計画」の内容と「地域防災
計画」の見直しは。

年第４回

第１回

■住民自治をの実現をめざして
◆現在までの到達点と今後の課題は何か
◆今後の具体策として
・自治基本条例の策定を提案する
■税金の使い道を明らかにせよ！
15 ◆行政評価制度の本格実施にあたって
・どういう評価制度になるのか、その特徴と
活用方法は
◆成果報告書の作成を提案
第３回

年第４回

■疾病予防・健康増進に取り組む際の基本的
な考え方は
17
◆予防の具体策として
・健診と保健指導を一連のサービスせよ。
・高齢者に対する肺炎球菌ワクチンの公費助
成を提案する。
2

■地域の情報化について
◆産官学民による地域情報化推進協議会なる
ものを設置しては
■地域の安全対策について
・警察、区、区民との連携・協働は
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⇒65歳以上の高齢者で肺炎球菌ワクチン予防接

⇒9月の決算議会に行政評価の結果も提出され

種を希望される方は、接種費用の２分の１が助

ます。このことによりPDCAサイクルが確立する

成されます。（平成18年度より）

こととなりました。（平成18年から）

⇒日常的な点検以外に年に一度、専門家による

⇒区の予算書が誰にもわかりやすくなりました。

遊具等の安全点検が実施しされるようになりま

「予算の概要」として作成され、税金の使い道

した。（平成18年度より）

が明らかに！（平成15年度予算から）
そ の 他 の実 績 は
◇アート・イン・スクールの予算が倍増しまし

⇒自動二輪車の利用や駐車の実態について、調

た（平成19年度）

査するとともに道路上での自動二輪車用駐車場

◇図書館で新聞記事検索が可能になるりました

整備による効果検証を行い、駐車場整備のあり

（平成18年）

方を検討します。（平成19年度）

◇学校図書の予算が倍増しました（平成15年度）
◇ブックスタート（ハローブック）も実現しま
した（平成15年12月より）
◇福祉と介護そして医療を体系的に推進すべく

⇒区立小学校と幼稚園・児童館等への司書派遣

保健福祉総合計画ができました（平成15年度）

を行い、資料の選定支援や図書室運営の支援が

◇協働型社会を目指しＮＰＯ・ボランティア団

始まります。（平成19年度から）

体からの政策提案制度ができる（平成14年）
◇文化芸術基本条例が策定されました
◇区長部局に文化課が新設されました
◇保健所にアレルギーの総合相談窓口ができま

⇒（平成18年度）

した（平成13年6月）
などです。またこの８年
間に２千件を超える身近
な相談もいただきました。
本当にありがとうござ
いました。
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対話と交流を区政運営の
中心軸に！

値域生活環境指標マップ
の作成を提案！

問

地域の課題出しからその解決方法までを
区民、長、議員そして職員が共に対話

（議論）していくためには誰もがわかるような
整理された政策情報が必要である。そのもっと
も代表的なものに課題ごとマップにされている
地域生活環境指標マップ（左写真）があるが作
成を提案する。所見は。

答

政策担当部長答弁〈抜粋〉
地域の抱える課題を行政と地域、そして

議会などが共有していく、これは非常に重要な
ことだと考えている。そのために、わかりやす

本年 第1回定 例会 一般質 問

く整理された共通の情報が必要なことは、議員

相手の存在を認め、その存在の価値や条

ご指摘のとおりである。今後とも議員ご提案の

件を尊重し、互いに参照し、学び合い、

「地域生活環境指標マップ」

恩典を与え合うという対話のメカニズムはまさ

を含めてわかりやすく、区民

に共生の考え方そのものである。共生社会実現

とともに課題を共有できる情

のための方法として区政運営の中心軸に「対話」

報提供のあり方について、工

と「交流」を据えることを提案する。所見は。

夫検討していく。

問

答

区長答弁〈要旨〉

周恩来平和外交

まさに今、第三の改革の時代である。成

区

の愛全公園には日中友好協会が周恩来生誕100年

長ということから、むしろ身近なところを大切

と日中平和友好条約締結20周年を記念して設置し

に、家族を大切にということをきちっとやって
いくことが、我々自治体も含めて大きな改革の

た「周恩来ここに学ぶ」の碑がある。周恩来は1949年

目標である。このバックボーンは共生という理

理を勤めた大政治家だ。世界あらゆる国の政治家と多

から76年まで実に26年間にわたり中華人民共和国の総
くの会談を行っている。1954年のネルー・インド首相

念である。身近な地域社会で生活している人々

との間の平和5原則、アジア・アフリカ諸国の歴史的な

がお互いの生き方あるいは存在を認め合うとい

連帯を果たしたバンドン会議などは「周恩来平和外交」

う共生社会づくりが、地域を大切にということ

として特に有名だ。これら会談・対話の基本にあった

に通ずる。（中略）共生社会を実現する上での

のが、実は共生の理念と相通じるもので、国際政治の

考え方としては、まさに交流と対話をキーワー

中で差異を尊重しながら大同につくという「平和的共

ドにすることが肝要である。これからも積極的

存」という考え方であった。「周恩来は共生のエート

に行う。身近な住民の方々で相互に意見交換で

ス（心的傾向）が脈打っている」とも「共生の心が結

きることが地域を大切にするという柱にもなる。

晶している」といわれる所以もここにある。

としているからだ。議会の役割と責任が改めて問われる

◆編集後記

こととなる。区民に身近な区政を実現したい！

この度の統一地方選はきわめて重要である。それは社
会の仕組みが、国家と経済を優先とする国主導型から国

千代田区議会議員 大串ひろやす

民と子どもを優先とする住民主導型へと大きく変わろう
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