都議会議員

児童虐待死の再発防止へ

増加する児童
虐待について東
京都の遅れた対
応に対し、日本
共産党都議団は
２０１０年に緊
急提言をおこな
いました。
しかし今年３

２０１６年
３月、大田区
内の認可外保
育園で、生後
６ヶ月の心菜
ちゃんが保育

「低所得者へのクーラー設置と
電気代の補助を」と緊急提案

都営住

宅に住む

要介護４

のＡさん

代）

は生活保

（
事故がありま

護を受給

中になくなる
した。

し一人で生活しています。 中症になるか、食費を切

私は「認可外
年以上前に購入した り詰めて体調を崩すかの
保育園への巡回指導の強化」を東 クーラーが効かず、電気 状況。役所は実態を把握

同年９月に

Ａさん（撮影は藤田都議）

が

な出費で生活費が足りな した。

作戦機ＣＶ２２オスプレイ

米軍横田基地に米空軍特殊

ないこと」等の対応を求め

発着はできるだけ増加させ

「事前の情報提供」や「離
が

る問題で、党都議団は８月

２２配備撤回を国及び米軍

米地位協定の抜本的見直し

全国知事会は７月に、日

もな回答はしていません。

に迫ることなどを求める申

を含む「米軍基地負担に関

する提言」を全会一致で議

が多く寄せられています。

の危険性などについて苦情

周辺住民から騒音や落下物

が３００回を超えて飛来し

す。

立つことが求められていま

都こそ、その実現の先頭に

地を抱える首都である東京

世界に例のない 、 米軍基

決しました。

都と周辺自治体は６月に

ら８月にかけてオスプレイ

横田基地周辺では４月か

し入れをしました。

日、小池知事に対しＣＶ

ましたが、米軍も国もまと

月１日に正式配備され

横田基地へのオスプレイ配備撤回を

対応してもらえず、「熱 緊急提案を行いました。

回の巡回指導が行われ 助は前例が無い」と何も 電気代の補助を！」と、
るようになりました。

対して年

しかし「修理費用の補 得者へのクーラー設置と

翌２０１７年には、巡回指導員 くなり、役所に相談しま
党都議団と党区議団は
名に増員。認証保育園を除く した。
８月、各自治体に「低所

した。

京都に申し入れ、かち佳代子都議 屋さんで修理したところ し、命に必要な支援を行っ
（当時）が一般質問でとりあげま 合計 万６６００円。急 てほしい」と訴えていま
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80

1

月、目黒区で小
学校入学直前の
ゆあちゃんが虐

東京都へ申し入れの様子（16年9月23日/都庁）

「都内すべての認可外保育園」に

20

待によって亡く
なるという、大

研修への協力や制度変更、

1

変痛ましい事件

足飛に増員が図られない専
が設置されており、育児の

財政支援など都が率先して

オスプレイ配備撤回を求める党都議団と野田特別秘書（左）
（8月28日/都庁）「赤旗」提供

が起きました。
６月の第二回
定例会で党都議
団の質問により
都の児童福祉司

ンターと、虐待相談や療育
支援など専門的な任務をも

人少ないこと

がわかり「専門職の増員と

つ児童相談所の連携がとて

は定数より

育成を強化する」と都が答

も大切です。
また、一時保護が必要と

弁したことは重要です。
児童虐待防止のために児

なった場合でも、子どもの
権利がしっかり保障される

区）

童相談所を特別区（

現在大田区内には４か所

悩み相談や親子の交流の場

自治体の取り組みを支援す

門職でもあります。

を設けています。気軽に相

るよう要望してまいります。

の子ども家庭支援センター

談できる子ども家庭支援セ

10

児童相談所有識者からお話を伺う吉良参院議員と党都議団
左から二人目が藤田都議(8月3日/都庁）

なり、大田区では５年後の 施設や対応が欠かせません。
設置を目指すとしています。
しかし、児童福祉司は一

でも設置することが可能と

23
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〝すべての認可外保育園〟への巡回指導を実現！

７月

藤田りょうこ都議の

党都議団は、この１年間
で６つの条例提案を行い、
そのうち３件は私の所属す
る厚生委員会での提案です。
他会派へも賛同を求めま
したが、都民ファースト ・
自民 ・公明の反対ですべて
否決されたことを報告しま
した。
自民党議員は、大型開発
が着実に進んでいること、
引き続き世界で一番の都市・

日本の宝、大田区の町工場を存続させさらに発展を

初めて答弁しました。

８月８日、私は尾崎都議、原田都

議と区内町工場を訪問し「中小企業

振興条例」がより良い条例

となるよう提案するために、
お話を伺いました。

お聞きすると、工場の従

業員は３人未満が半数以上

を占め受注を断ると仕事が

企業振興条例」について、小池知事

党都議団が求め続けてきた「中小

実態がありました。

理をして働いているという

体調が悪くても休まず、無

来なくなるということから、

が「条例の制定に向けた検討を進め

にまで減少。今もまだ減り続けてい
ます。町工場の優れた技術を継承し
働くみなさんが健康で働き続けるた
めには東京都として、支援の予算を
抜本的に増やす必要があります。

年３月末までに移転しなければなら

り、３・４号棟の住民は、２０１９

００６ 年に都立から公社化されて

区民のみなさんからは「在宅医療

たばかりだった。もっと早く言って

らお話を伺うと「風呂がまを購入し

日、私が住民のみなさんか

の支援をしてほしい」「区内で出産

くれれば」「移転先が

８月

できる施設を増やしてほしい」「小

宅の公募によって決まる。すぐに行

く様、求めてまいります。

公社には住民の要望をしっかり聞

などの声が寄せられました。

月の都営住

児科を充実させてほしい」等の要望

き先がわからず、不安で眠れない」

求めてまいります。

できるよう、東京都や公社に改善を

引き続き入院ベッドの有効活用が

が寄せられています。

になっています。

ないことを、初めて聞かされました。

中小企業のいっそうの発展に結びつ

日、東京都保健医療公社の

以降、１つの病棟が閉鎖されたまま

また、大田区の町工場は
年々減り最盛期の三分の一
けていく」と６月の第二回定例会で

８月

都政に関するご意見ご要望をお寄せください。

東京の実現に向けて取り組
むと発言しました。
最大会派の都民ファース
トの会は「古い都議会を新
しく」として、議員提出議
案を増やすことや受動喫煙
防止に対する条例提案を行
い可決したこと。また豊洲
市場について「盛り土にか

わる安全対策工事の実施を議決し
た」などと報告していました。
東京都の実態は与党が都民ファー
ストの会に代わっても、石原都政
時代からの大型開発偏重路線は変
わっていません。

都営住宅の建て替えは
住民要望を尊重して！

建て替えを予定している東糀谷６

評議員として、原田都議と公社荏原
言や私の活動も振り返り、暮らし・

荏原病院は５０６床の病床（ベッ

丁目アパートの住民に対 して、 ８

都政学習会に参加し、他党の発

自民党２名、そして共産党から私

福祉優先の都政実現に向けて全力

ド）があり、急性期病院として区民

病院の視察を行いました。

の参加でした。

で頑張る決意を新たにしました。

私は「社会保障」に関する公約

月９日に住宅供給公社から説明があ

11

『都政学習会ｉｎ大田区』に参加して

日、「都政学習会ｉｎ

大田区」（主催 都議会の役割を
考えるおおた実行委員会）が開か
れました。
テーマは「候補者時代の公約は
どうなりましたか？」という内容

「都政学習会in大田区」の様子。右は報告する藤田都議（7月28日）

の命の砦となっています。しかし２

について振り返りました。

27

南六郷で工場経営の日向さん（左）に
お話を聞く党都議団（8月8日）
荏原病院から状況を聞く藤田都議と原田都議
（8月29日/荏原病院にて）

東六郷で工場を営む
池田さん（中央右）と党都議団（8月8日）

東糀谷都営アパートの皆さんと

28

のもの。都民ファーストの会２名、

29
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