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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。「政策実現をできる女性議員を増やす」ための超党派の活動
「WOMAN SHIFT」の代表も務める。新聞やWebなどにも掲載多数。

本目さよ
プロフィール

予算

■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

1982年3月10日生まれ
35歳　うお座　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

sayohomme.com/
facebook.com/hommesayo/
@sayohomme
ameblo.jp/hommeisayo/

本目の視点で２０１７年度予算をピックアップ！　総額９８８億円と２年連続過去最大級の予算案、 何に使われるのでしょうか？

情報システムのクラウド化推進
サイバー攻撃から区の情報を守るためと、
大規模災害に対応するため、区の情報を
クラウドサービスに移行。

【女性】 【子ども】

【 ICT  開かれた行政】

【これ注目！】
妊婦歯科検診  無料でできます！
今まで人数に限りがあった妊婦歯科検診ですが、台東区内の
歯科医院で、無料で歯科健診が受けられるように。

予算額   　376 万円

若者と女性向け就労支援
就職を希望する若者（39 歳以下）と女性対象に基礎研修と
職場実習を実施し、企業への就労へ結びつくように支援します。

予算額　3,692 万円

産後ケアの実施
宿泊型の産後ケアと乳房ケアが格安でサービスを受けられます。
本来宿泊型は 1日 3万円のものが自己負担はなんと 5,000 円。

予算額　1,549 万円

公園に防犯カメラ設置！
隅田公園 4 台、山谷堀公園 3 台、岡倉天
心記念公園 1 台。平成 30 年～ 31 年にか
けて全公園に設置。　　 予算額　1,436 万円

保育園過去最大級【611 名】の
定員増へ！
認可保育所　　新設 7 箇所
小規模保育所　新設 2 箇所
緊急保育室　　新設 1 箇所

予算額　10 億 400 万円
※（区単独分は 3 億円）

NPO などと一緒に区が社会を変える
「協働事業提案制度」実施！
かねてから提案してきた事業ですが、
1. もったいない！　家庭の食べ物大切に
　のテーマ募集
2. 自由提案事業募集
の２団体募集します。

１事業あたり上限は２００万円。
実は４月から平成３０年度の事業の相談
ははじまっているのですが、気になる方
はぜひ以下までお問い合わせを！

区民課協働・多文化共生係電話：03-5246-1126

小中学校の ICT 教育推進
特に教育に役立つと言われる特別支援学級１人１台のタブレット
パソコンを配布。また小中学校にデジタル教科書国語と英語を配備。

予算額　8 億 6787 万円
予算 1.381 万円

本目さよへのご要望やご意見、応援メッセージはこちら。



住所 ： 台東区　 　　　　　　　丁目 　 　番　 　号
氏名（ふりがな） ： 
年齢 ：      　歳
性別 ： 　女 　・ 　男 　・ 　その他（　　　）
子どもの有無 ：
　有（第一子　 歳）（第二子　 歳）（第三子　 歳） 　・ 　無

ある　　　・　　　ない
→買い物  ・  兄弟児の関係で  ・  美容院  ・  病院  ・
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ある　　　・　　　ない
→誰にあずけますか？（　　　　　　　　　　　　　　　）

ある　　　・　　　ない
→（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

→（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保活セミナー（参加  ・  不参加）　本茶会（参加  ・  不参加）

預けたい  ・  預けるのは不安だが困ったらお願いしたい  ・
預けたくない  ・  必要がない
不安な方は理由を教えてください
→（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

提供会員である  ・  依頼会員である  ・  両方会員である  ・
知っているが会員ではない　・　知らなかった

FAX : 020-4666-1376

ご協力ありがとうございました!!FAXもしくは、ハガキでお送りください。
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ちょっとしたときに子どもを預けたいと思うときはありますか？
あるとしたらどんなときですか？　ある方は預けたい頻度も教えてください。

定期的に通う幼稚園や保育園、こども園以外で、お子さんを預けることはありますか？

ファミリー・サポート（通称ファミサポ）について伺います。ファミサポとは、登録をしてある依
頼会員が、子どもを預けたいときに、同じく登録をしてある提供会員に1時間あたり700～
800円程度の金額で預けることができる仕組みです。ご存知ですか？

ファミサポに登録している方に伺います。利用をしたいと思ったときに、利用ができなかった
ことはありますか？　それはどんなときですか？

子どもを預ける相手として大学生などが提供会員にいたら預けたいですか？

子どもを預ける場所について（保育園以外で、一時的に預ける）、
ご意見があればご自由にお願いします。

保活セミナー、本茶会に参加しますか？　※各会の詳細は以下をご参照ください。

あなたの声を区政に届けます！　アンケートにご協力ください。 主に子育てについてのアンケートですが、
子育て中ではない方も回答できるところだけでも回答していただけると幸いです。

また、 裏面に本目さよへのご要望やご意見、 応援メッセージなどありましたら、 ご記入ください。

アンケート

イベント

2年間の報告

保活セミナー in 台東 本茶会 ～本目さよとお茶を飲みながらまちのことを話す会～

平成 29 年度、過去最大級の保育所関係の予算がつき（約 10 億円）、611
名の定員増を予定しています。それでも、希望のところに入れるかどうか、
また、台東区に転入してくる世帯が想定よりも多くなれば激戦になること
も可能性としてはありえます。台東区の保育状況や申請手続きなどをわか
りやすく解説します。

 日時　：　6 月 11 日（日）　10 時～ 11 時 30 分
 場所　：　生涯学習センター　504 教育研修室　台東区西浅草 3-25-16

参加申込みは以下、もしくはおハガキで！
http://kokucheese.com/event/index/461645/

区政報告をほんの少しとフリートークをします！　保活について
は特に興味はないけど、聞きたいこと、言いたいことがあるよ！
という方。ご参加お待ちしています。引っ込み思案でも大丈夫。ワー
クシートを使いながらみなさんがお話できるようにします！

 日時　：　6 月 10 日（土）　10 時～ 11 時 30 分
 場所　：　谷中区民館　2 階和室　台東区谷中 2-9-21

都議選についての話もご希望があれば?!  お話しましょう。
参加申込みは以下、もしくはおハガキで！
http://kokucheese.com/event/index/461886/

【子ども】
訪問型病児保育への補助
障がい児居宅保育
子どもの貧困対策（学習支援・こども食堂）
子育て家庭向け HP

【女性】
妊婦健診の HIV 検査無償化
ワークライフバランス推進企業認定制度
産後ケア事業の実施（母体＆心のケア）
両親講座の休日開催数の増加

【ICT　開かれた区政】
NPO 等からの提案による協働提案事業
台東区の「図書館のあり方」作成
（図書館は区民協働のために重要な機関で
あるため）

【その他】
骨髄ドナーへの経済的支援

【子ども】
３歳の壁の早急な解消
中学生向け心と体を知るための教材配布
就学前教育・保育の質の向上
障がいがある子どもに対する教育の充実とバリアフリー化

【女性】
がん検診の啓発と周知の徹底（個別の勧奨をさらに！）
区長のイクボス宣言

【ICT　開かれた区政】
社会的インパクト投資（ソーシャルインパクトボンド）
「シビックプライド」の考え方と広報戦略
図書館のレファレンスサービスの充実

【その他】
障がい者の一般就労の充実
セクシュアル・マイノリティ
についての教育の充実
庁内の活性化のための
ダイバーシティ推進

実現 提案

本目さよが提案して２期目の当選後実現した政策と、 ２期目に提案した政策はこちら！

ジンジャー と さよ

毎年毎年保育園を希望する人が増えているにゃ。

ただ、根岸の定期利用保育、意外と利用希望
者が少なかったにゃ？

若い世代って政治家と接点がないにゃ。

気軽に連絡してほしいにゃ。

そう。だから、私みたいに言い続ける人がいな
いと！　言い続けて保育園が増えても、落ちた
という話も聞くから残念なんだけど・・・

そうなのよね。ちょっと不便なところにあるこ
とは確かなんだけど、３歳で保育園入れなかっ
た人はどこに行っているのかしら？　もし
知っている方がいたらハガキでもメールでも
教えてください！

そうだよね。私もなかったもの。でも、ぜひ小
さなことでも本目さよまで連絡くれると嬉し
いな。２人以上いてくれれば、区内どこでも
行きます！　近くのカフェとかでお茶でもし
ながらいろいろ教えてください。そうやって
教えてもらったことを私の中で昇華させて、
それが政策につながるの。もちろん小さな
改善も提案していくしね。

あ！　あと、もちろん、応援してます！　って
だけのメールとかもすっごく嬉しいんだよ～。
頑張ろうって思うんだ。


