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特別編

区民のみなさまの声を区政
に反映させるため、ぜひご意
見をお聞かせください！ より
よいまちを一緒につくってい
きましょう！

一緒に考えよう、
このまちの未来のこと。

ご意見・ご感想

お手数ですが
52円切手を

1 1 0 0 0 0 2

お貼りください

東京都台東区上野桜木2 - 1 - 9 - 6A

勉強会のお申し込み
右のはがき、または
info@sayohomme.com
もしくは
はがき裏面のFAX
にてご連絡ください。

台東区議会議員

本目 さよ

行

※お子様連れでご参加希
望の方は、その旨事前に
相談ください。
※はがきは6月8日必着。

【 台 東 区こどもの貧困勉強会 】を開催します！

度 予 算にて
平成28年
策を強 化！
子 育て支 援

日時 ： 6月11日土曜日18時30分〜

場所 ： 生涯学習センター

実際の活動に取り組んでいるゲストも予定しています。
「こどもの貧困について知りたい」
「自分には何ができるだろうか？」
そんな考えをお持ちの方におすすめです。

台東区議会議員
スペシャル対 談＝
石橋 参議 院議員
「子どもの貧 困対 策」

発行： 台東区議会議員 本目さよ 上野桜木2-1-9-6A

対談 〜本目議員

石橋議員〜
みちひろ

参議院議員の「石橋通宏」議員と対談。

本目

子どもの貧困 対策の推進に関する法律案について、平成25年の委員会で質問をしてい
ますよね。石 橋さんも、子どもの貧 困について関 心があるんですか？

石橋

もちろん。
子ど もの将来が、その生まれ育った環境によって左右されてしまうことのない
ようにするこ とは、私がめざしている
「つながって支え合う社会」の基盤の一つだからね。

本目

この委員会の 中で石橋さんは「貧困の定義」や「支援のあり方」、家庭の子どもはもちろん
のこと、
施設の 子どもも対象であるべきことや、具体的な指標設定の重要性を訴えています
よね。私も今 回の予算特別委員会で「子どもの貧困対策」について質問をしたんです。

石橋

国が法律で定 めた基準を、自治体（この場合は台東区）で、
より地域の実情にあった形で
導入していく ことが大事だね。

本目

そうなんです。台東区では、中学生までの子どもの医療費無料化にいち早く取り組んでい
て、
平成２８年 度予算では「ゆりかごたいとう」
といって、妊娠してから産後まで切れ目の
ない支援をす るための事業も新規に始めることになりました。ただ、課題もあって…。

石橋

課題とは？

本目

特に医療費無 料は、すべての子どもが格差なく医療を受けられるということで、お金がか
かって自治体 としては本当に大変なのですが、重要な政策だと思っています。だけど、医
療費無料にし ている自治体には、国から罰則的なものがあるんですよ。

石橋

国民健康保険 料の国の補助金のことか…。

本目

そうなんです。医療費無料にするくらい財政が豊かなんだから、補助金減らしても大丈夫
だよねという 感じで、減らされてしまっていて。でも、子どもの貧困対策には非常に重要
なはずなんで す。ぜひ、国でも議論をしていただきたいと思います！

石橋

この問題につ いては、今後も引き続き積極的に取り組んでいくつもりだよ。本目さんが力
を入れている 政策で言えば、
「 子ども」だったらICT教育の充実、
「 女性」だったら働きた
い人が安心し て働けるような政策に特に力を入れているんだ。

本目

心強いですね 。国と区だと役割は違いますが、
「つながって支え合う」
（※1）社会実現の
ためにも、
「子 育て、本命！」
（※2）のためにも、共に頑張りましょう！

子どもや女 性についてなど、特に本目

が力を入れている政策を中心に、国か

らの後押しを強く要望しました！
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本目

石橋議員

みちひろ

石橋通宏参議院議員プロフィール
昭和40年7月1日、島根県生まれ

参議院議員1期（比例代表全国区）

中央大学法学部卒、米国アラバマ大学大学院修了

長年、国内外の労働組合や国際労働機関（ILO）などに勤務
誰もが安心して働いて、安心して暮らしていける

「つながってささえあう社会」をめざし、全力で国政に邁進！

※1 石橋参議院議員のキャッチフレーズ

※2 本目のキャッチフレーズ

予算 〜平成28 年度予算案に賛成しました〜

FAX : 020 - 4666 - 1376
郵便番号 ：

住所 ： 台東区

丁目

氏名 ：

番

号

約968億円 の予算のポイント

氏名（ふりがな）：
年齢 ：

性別 ：

男

電話番号 ：

歳

・

メールアドレス ：

参加 ・ 不参加

※お子様連れの方はその人数をご記入ください（

※昨年度予算から
5億（0.5%）増

本目が予算案に賛成した理由
・過 去に提 案してきた事 業がいくつも
予算化されたこと

・歳入（区の収入）が 増加。ただし、いつまで
増加が続くか不明。通常は自治体の歳入に
なる法人住民税が、都心はお金があるから
ということで国にと られる。

女

台東区こどもの貧困勉強会 ：

ワークライフバランス推進企業認定制度
病児保育、認証保育補助の増額

・保育や高齢者、障害 者サービスの増加

人）

ピックアップ

<< Pick Up >>

34 9万 円

■中小企業向け無料コン サル
生 産 性 向 上アドバイスや 従 業

員確保のための経営戦略 コン

■NPOなどの活動応援

■子育て支援策強化

事業名：ワークライフバランス推進企業認 定制度
（人権男女共同参画課）

ご協力ありがとうございました!!

初当選時に提案した制度 が実現！
中小企業が生き残るための 支援を
充実！

1, 79 2万 円

社会問題を解決したいという団体や人を応援する
「中間支援団体」
を設置。
下谷の社会福祉協議会（区民課）に4月1日からできます。

ライフスタイルに合わせ、ニーズも多様化。全てに行政が応えるにはお金も人もスキル
も足りません。みなさまと一緒によりよい社会をつくるための仕組みづくりの第一歩。

サル料が５回まで無 料 。
今後レポートの郵送をご希望の方は以下に◯をしてください。

■マンションでも防災力を強化

1, 92 1万 円

10戸以上で一定の条件を満たすマンションに対して、防災機器の購入の
補助を実施（危機管理対策課）。

4億 6, 18 4万 円

① 認証保育所に通う子ども
向け補助の上限額がアップし

■子どもの貧困対策

② 訪問型病児保育への補助がはじまります。仕 事が休

めない日に子どもが熱を出した。保育園は預かっ てくれ

ます。2万円→4万円と倍額に！ ない。そんなときに保育者が自宅に来てくれるの が訪問
これも、以前から本目が要望し
ていたこと。認可と同様に第二
子半額や第三子無料の金額を基準とし
た補助をするように、さらに要望しています！

③ 保育施設が増えます。認可保育所3

これも初当選時からずっと提案し続けた事業が実現。病 気の時くら
い子どものそばにいてあげたいと保護者が思っても、預ける 祖父母も
いないなど、それが許されない環境もあります。

■保育の質

平成26年度から28年度
の3年間で、保育園運営
費用の予算は約13億増
となっており、
そのうち台東
区が単独で払っている
金額は約7億増。↗

台東区内の私
保育園も含む
設について、
一
まな条件が見
にするべき！

障がい児向けの在宅保育も、事業者との
マッチングができれば可能に！ 諦めないでま
ずは区役所に相談してみてくださいね。

2016年5月1日更新の
ブログに掲載しています。
ぜひご覧ください。

立幼稚園
就学前施
覧でさまざ
られるよう

▼

http://ameblo.jp/hommeisayo/

■子どもの貧困対策
パートタイムの保護者な
どが利用できるように、
使用していない施設など
を活用した一時保育を
実施しては？

→都心の保育需要に対
する適切な費用負担に
ついて、さらに強く国や
都に訴えていくべき！
※右グラフ参照

認証保育所以
認可外施設に
一定の質を担
で保育料を助

1982年3月10日生まれ

34歳

私立成蹊高校、
白百合女子大学を経て、
お茶の水女子大学大学院修了。研究テー
マは
『夫婦の情緒的サポートと育児ストレスの関係」。修了後はIT系人事職として、
社員が働きやすい会社づくりにつとめる。2011年より台東区議会議員。2015年
に再選を果たす。
台東区では唯一の３０代女性議員。
声なき声を聞くという意志と、
少子高齢化への特効薬としての子育て支援に力を入れていることからキャッチフ
レーズは
「子育て、本命！ーやさしい政策ー」。
「議員のあり方」
とは何か？を模索し
ながら、区民の方々との双方向的な取り組みを実施している。

外の
ついても、
保したうえ
成すべき！

保育所運営費用 の推移
（億円）
70

保育料

60

国・都

50

台東区

40
0

本目さよプロフィール

費用を補助。

各質問の回答

■保育の量
予算では、認可保育所3
園、
こども園1園などの増
設が見込まれているが、
保育の質を上げるために
も、保育サービス量の
さらなる拡充が必要！

うお座

26

27

経済的に恵まれない子どもに対
受給家庭の子どもに高校進学

Check!

Question

事故が発生した場合、
二度と起こさないために
区全体での共有を！

28 2万 円

園、
こども園1園、小規模保育施設1園。 する学習講座を実施。生活保護

型の病児保育。年上限4万円で1/2助成。

質問 〜本目が区政に切り込む！〜

保護者と保育者が
コミュニケーションをとれる
仕組みづくりを！

など

・いつ、何があるかわからないので将来
のために貯金（基金）
したことを評価

・区の施設の老朽化 対策を計画的に実施

ご意見・ご感想・その他備考など

郵送希望

Budget
Budget

28 （平成〜年度）

子どもの貧困対策は、貧
困の連鎖を防止するため
に非常に重要。子どもの
貧困対策法に定められて
いる計画を策定し、進捗
管理を進めるべき！

台東区分煙の方針だが、
明確な対策などがない。
特に子どもや妊産婦が受
動喫煙の害を受けないよ
う早期に対策するべき！

■シビックプライド
自分の街を好きで誇りに
思う気持ちをさらに醸成
していくべき！ そのため
に、広報のプロフェッショ
ナルを民間から採用する
べき！

O型

党籍： 民進党
会派： たいとうフロンティア
資格： 保育士
趣味： 空手・読書・おかしづくり
好きな物： 納豆・果物

■受動喫煙防止

谷中のまちを守るために、
行政主導で都市マスター
プランでも方針をしっかり
定めるべき！

子育て、本命！
▶▶▶ 連絡先

〒110 - 0002

東京都台東区上野桜木2 - 1 - 9 - 6A
FAX： 020 - 4666 - 1376

MAIL： info@sayohomme.com

http://www.sayohomme.com/

https://www.facebook.com/hommesayo/
@sayohomme

http://ameblo.jp/hommeisayo/

