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「調査なくして発言なし」とは公明党の変わらぬ精神です！
会派の調査研究の成果を定例会ごと報告書（通信）として発行
しています。読まれてのご感想、ご意見お待ちしています。
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内

容

トップページ ◇ 竹谷とし子候補の挨拶「日本を希望が持てる社会にしたい！」
本会議質問

◇ 支え合いの社会すなわちユニバーサル社会の構築を目指して！

4 ちょっと教えて ◇ 公明党議員団として平成22年度予算要望を区長に提出！
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朗

報

◇ ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接種化を！

-

参

照

①竹中ナミさんの講演から ②ユニバーサル社会形成の決議 ③人に優しいＵＤ

月8日、公明
党東京都本部
の賀詞交換 会が行
われた。参 院選東
京選挙区公 明党予
定候補竹谷 とし子
候補が挨拶 した。
その内容は とても
良かった！ 自身の
経歴ととも に「日
明けましておめでとうござ 本 を 希 望 が 持 て る
います。本年もどうぞよろ 社 会 に し た い 」 と
しくお願いいたします！
目標を示しその具
体策まできちんと述べた。（以下抜粋）
「私は、これまで17年間、公認会計士として
コンサルティング会社において業績悪化にあ
えぐ民間企業や公営企業の財務体質の強化や
経営改善に全力で取り組んでまいりました。

１

（中略）こうした私自身の経験を踏まえ、こ
のたび、参議院選挙に立候補する決意した理
由は、『日本を希望が持てる社会にしたい、
そのために国の経営改善をしたい』と思った
からです。今の日本は、家計に例えると生活
費が月々の収入を大きく上回っており、財政
はまさに火の車、子どもたちを保証人にした
借金で大人が生活をしているような異常な状
態に陥っています。将来世代にツケをまわす
社会に希望は持てません。今こそ、真っ先に
取り組むことは、具体的な再建計画を一日も
早く作成して実行することだと思います。
具体的な方策の一つは、現在はバラバラに管
理されている国の財政に関する情報を一つに
して、オープンにし、国民の皆さまが、国の
会計、財布の状態を監視できるようにするこ
とだと考えております。長期的に国の財政再
建を進めながら、雇用や子育て、介護、医療
など目前の生活支援をしっかりやっていく。
この両方が希望ある社会のために必要である
と思っております」と。当日1500名の参加者
も私同様の感想であったと思う。
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ただ手法としてのユニバーサルデザイン
から、今後はあるべき姿としての『ユニ

バーサル社会』実現への取り組みが重要となっ
てくるだろう。具体的には、『もの』そして
『建物』や『まちづくり』などのハード面とし
てのユニバーサルデザインは当然として『人づ
平成21年第4回定例会 本会議質問にて

くり』や『社会づくり』といったソフト面とし
てのユニバーサルデザインも同時に進めていく

プロップ・ステーション理事長

ということだ。支え合いの社会構築への第一歩

竹中ナミさんの講演より

だ。そこで、区長にユニバーサル社会構築への
基本的な考え方を問う。

「ユニバーサル社会の実現を目指そう！」

自

分が持てる力を発揮し、誰からか（あるいは
社会からか）期待される存在である、という

答

のは生きる誇りにつながることです。人は誰でも、
他者に影響を与えうる存在なのに、それを周りから

区長答弁 <抜粋・要約>
健常者も障害をお持ちの方も、一緒に学

び、働き、ともに支え合う、そして活動すると

無視され続けられ、誰からも期待されない時、誇り
を失います。つまりユニバーサル社会というのは、

いうのが本来の共同参画社会である。このこと

「どんな人の力も尊び、生かすことのできる社会」

をきちっと行うための普遍的な価値が、まさに

と同義語です。（中略）「どうしたら一緒に学べる

ユニバーサルデザインだと思う。

か」「一緒に働けるか」「支え合えるか」という視

ユニバーサルデザインは、どんな人でも公平

点を持ち「そうしたシステムを作り上げることこそ

に使える、あるいは身体への負担がかかりづら

が、ユニバーサル社会構築の一歩（や）」と気づい
たことが、私のプロップ活動の出発点になっていま

いこと、使う上での自由度が高いこと、必要な

す。そんな私の究極の目的は『一人でも多くの人が、

情報がすぐ理解できる、まさにこうした７つの

誇りを持って社会を支える側に回れるシステムを築

原則がある。このユニバーサルデザインという

き上げたい。私自身も（障害のある）娘を残して安

のは共同参画社会をつくる普遍的な価値である。

心して死にたい！』ってことです。ユニバーサル社

そのためには、お話にもあったように誰もがチャ

会の具定例をあげてみます。例えば、学校にスロー
プを付けることはバリアフリーです。“そこにチャ

ンスがあるというシステムをつくっていかねば

レンジドが入学して生徒になるだけではなく教師に

ならない。そのためには、単にハードだけでは

もなれる、校長先生にも、経営者にもなれる”チャ

なくソフトを含めてすべての人が安心して、安

ンスとシステムがあるというのがユニバーサル社会

全、そして、自分自身が価値を生み出せるよう

です。

な社会の仕組みというのが、私は基本的に必要

（平成20年、読売新聞社主催のシンポジウムにて）

だと考えている。
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ユニバーサル社会の構築は行政のみでで

音声コードは、紙の情報を「読む」もの

問

きるものではない。広く区民、企業など

平成22年1月18日

からさらに「聞く」こともできるように

とユニバーサルデザインの考え方を共有して一

し、視覚障がい者の方を始め高齢者や外国人の

緒に取り組まねばできない。そのためにはハー

方にも不自由なく情報を得ることができるよう

ド・ソフト合わせた総合的な取り組みについて

にするものだ。まさに情報のユニバーサルデザ

推進計画を定める必要がある。まさに「連帯と

インだ。今後、広く区民の利用するパンフレッ

協働のデザイン」の策定だ。そこで、ユニバー

トや行政文書などへ添付する必要がある。

サルデザイン推進計画の策定を提案する。
政策推進担当部長答弁

政策推進担当部長答弁

答

現在、庁内向けの「ユニバーサルデザイ

ドを印刷するためのソフトウエアを保有してお

ン・ガイドライン」の策定作業を進めており、

り、関係各部署に利用を呼びかけている。今後

本年度中には取りまとめる予定だ。なお、ガイ

は、「ユニバーサルデザイン・ガイドライン」

ドライン策定後に、庁内のハード、ソフト、両

の中に位置づけ、区が発行する冊子等に積極的

面にわたる点検を実施し、改善を行っていく。

に導入

答

区では、音声コードの一種であるＳＰコー

していく。

また、「ユニバーサルデザイン推進計画」につ
いては、「ガイドライン」を策定し、広く庁内

ユニバーサル社会の形成促進に関する決議を

にユニバーサルデザインの考え方を浸透させ、

平成16年、参議院本会議にて全会一致で可決！

問題点を抽出した上で、早い時期に区民の皆様
や区内の事業者にもユニバーサルデザインの考

障

え方を積極的に広めていく。

自立し相互にその人格を尊重しつつ支え合う社会

害の有無、年齢等にかかわりなく、国民一人
一人がそれぞれ対等な社会の構成員として、

（中略）すなわちユニバーサル社会の形成を目指し
ていかなければならない。（中略）このような社会
の形成を目指し、そのための総合的な社会環境の整
備を進めることは、国会及び政府の重大な責務であ
る。（中略）ユニバーサル社会の形成促進のため、
その推進体制を確立するとともに、ユニバーサルデ
ザインの考え方を啓発、障がい者及び高齢者に対す
る支援体制の整備、ユニバーサルデザイン化による
製品や施設等の普及及び利用の促進等総合的な社会
環境整備について必要な法制上及び財政上の措置を
含めその取り組みを一層強化推進すべきである
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年の12月24日
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どもたちの生命を守るため、ヒブワクチ

昨

子

団として「平成22年

定期接種化を求める意見書を全会一致で可決し

度予算要望書」を区

た！（第4回区議会定例会にて）

に公明党議員

ン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成、

長に提出した。

菌性髄膜炎は、乳幼児に重い後遺症を引

<福祉>

細

①団塊の世代が65歳、75歳となる2015年、2025

篤な感染症だ。その原因の９割がヒブと肺炎球

年を目指し、住み慣れた地域で暮らせるよう

菌による。ヒブワクチンが一昨年の12月に、ま

「地域包括ケアシステム」の構築を行う

②高

た小児用肺炎球菌ワクチンも昨年の10月に承認

③高齢者安

され来年春までに販売開始となる。しかし、ワ

き起こしたり、死亡に至る恐れが高い重

齢者総合サポートセンターの設置

心センター（地域包括センター）の充実

④高

クチンは費用が高く接種できないのが実情だ。

⑤「救急医療情

そこで、公明党議員団として、国に公費助成・

報キット」の高齢者や健康に不安のある方への

定期接種化を求める意見書を出そうと提案した。

配布（上写真）

常任員会での審議は全員賛成。委員会提案の意

<教育>

見書となり全会一致で可決された！

齢者見守り事業の確実な実施

⑥小１プロブレム、中１ギャップに対応するた
めの教員の加配
充

⑦学校図書室への司書派遣拡

「環境に優しいエコ」と「人に優しいＵＤ」

⑧学校運営連絡会の充実

<健康>

音

⑨子どもの細菌性髄膜炎予防のためヒブワクチ
ン及び小児用肺炎球菌ワクチンへの助成 ⑩子

まさにユニバーサルデザイン、ＵＤ対応商品として
の携帯の誕生だ。

<災害対策・その他>
所運営協議会の充実

私

⑫避難

⑬自治体の総合的を活か

した区民の雇用・就労相談体制の整備
資料及び文化財の体系的収集と調査

だ。一台約10万円もする。しかし、来年度か

らは携帯での読み上げが可能となるそうだ。朗報だ。

宮頸がんワクチンへの助成
⑪災害時の「非難支援プラン」の作成

声コード普及のネックは高額な読み上げ装置

個人としては、「環境に優しいエコ」と「人
に優しいＵＤ」はセットで推進すべきと考え

ている。エコポイント同様ＵＤにもポイント制度も
設け、ポイントどうしの互換性を持たせてはどうか。

⑭歴史

そうすれば貯まったポイントでＵＤ携帯を購入でき

15.バイ

る。ＵＤ対応の商品や住宅にもエコ製品同様の補助

クの駐輪場整備

制度を設けてもよい。ユニバーサルデザインの考え

以上、福祉、教育、健康、災害対策を中心に15

方の普及・啓発は一気に進むことは間違いない。

項目を要望した。
ている。勿論一朝一夕にはできない。だからこそ今から
始めなくてはならない。

◆編集後記
塊の世代が75歳を迎える2025年を目指し、支え合
いの社会すなわちユニバーサル社会を築いていき
た。このユニバーサル社会の実現に静岡県や浜松市など
多くの自治体が具体的に推進計画や指針を定めて推進し
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