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市⺠のみなさんの声を
市政に届ける

☎0422-45-1151 三鷹市議会議員団�控室
https://jcpmitaka.net

 日頃からのご支援ありがとうご
ざいます。
2019年5月より紫野あすか、前田
まいが新しく加わりました。
 この２年間の活動をご報告させ
ていただきます。「いのち、暮
らし最優先」の市政をめざして
全力でがんばります。
 ご支援・ご指導をよろしくお願
いします。
　　　　日本共産党三鷹市議団

https://jcpmitaka.net/
https://jcpmitaka.net/


くらしの願いを市政で実現

 

みなさんのご要望や声を届けてきました。
様々な要求を実現することが出来ました。ご紹介します。

　東京都のオリンピック・パラリンピック教育

の集大成として市内公立小中学校の全児童生徒

をオリパラ競技観戦に連れ出す事業計画は、家

庭には情報が示されないなか、コロナ感染や酷

暑の熱中症などの危険をともない、多くの不安

の声が寄せられていました。質問準備のなかで

私たちは各校の観戦計画一覧を入手。調査をす

すめるなかでさまざまな問題をはらんだ無謀な

計画であることが明らかになりました。その

後、市および教育委員会は、都の中止表明に先

立ち、すべての学校連携観戦の中止を発表しま

した。

学校連携観戦の中⽌

コロナ⾃宅療養者
相談⽀援センターの開設

　デルタ株が猛威をふるい、夏から市内の感

染者、自宅療養者が増えていました。

　三鷹でも独自の自宅療養者支援が必要だ

と、3月の一般質問で求めました。その結

果、補正予算に組み込まれ、10月1日より自

宅療養者支援センターが開設されました。

食料品・パルスオキシメーターの支給・貸

与・生活用品の支給・相談全般に関する支援

が行われています。

（入院・療養調整中の患者も含む）

〇保健センター
電話　0422-45-1151（内線4292）

前⽥まい議員が議会で
質問し、教育委員会か
ら出されたオリパラ観
戦計画の⼀覧表。

 学校  体育館に
 エアコン設置

　「夏は暑く、冬は寒い学校の体育館に

エアコンをつけて欲しい」という子ども

達からの声を一般質問で取り上げ要求し

ました。2020年度は中学校、2021年度中

には小学校にエアコンが設置されます。

子どもたちから大変喜ばれています。

　

しました！

実現！
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2020年8⽉からエアコン設置がスタートしました

オリンピック・パラリンピック

すべての （22校）



 感染拡大を抑えるためPCR検査の徹底を質問、市長にも申し入れ、

三鷹市は2020年6月にPCR検査センターを設置しました。

 

河村市⻑へ緊急申し⼊れ

　元気創造プラザ建設の借金穴埋めのた

め、１７２億かけて取得しておきながら

５３億の売値で売却が計画されていた井

口グラウンド。スポーツの場として、災

害拠点として、市民の大切な財産です。

一般質問を通じて、河村市長は「全部は

売却しない」と表明。定期借地など利活

用の検討が始まっています。いっこうに

改善されない土ぼこり対策や、災害拠点

としてのトイレ整備、東西通路の確保な

ど、ひきつづき求めていきます。

　

井⼝グラウンド存続

　商工会と民主商工会に伺い、市内中小事業者の「いつ潰れてもおかしくない。我慢も限界」という切実な声をお伺いしました。実態をもっと知って欲しいという要望を議会で伝え、三鷹市独自の支援と市内事業所の実態調査を求め、今年度約1000件の事業所への実態調査が行われました。売り上げが減少した事業者への給付（上限10万円）も決まりました。

　 2020年、コロナでの小中学校一斉休

校の時には、給食が唯一の食事という

児童もいるのではないかと昼食の提供

をいち早く求め、超党派の女性議員全

員で学校施設の開放や親の卒業式への

出席などを求めました。中小事業者の

営業やくらしの実態を調査し、年末の

資金繰りに困る事業者の相談窓口の設

置、緊急融資を求めました。

　井の頭で行われる予定だったオリ

ンピックのライブサイトを中止して

欲しいという市民のみなさんの声を

届け、緊急申し入れを行いました。

三鷹市では聖火リレーも中止となり

ました。

井の頭公園での
ライブサイト
聖⽕リレーも中⽌

様々な申し⼊れ
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主な要求実現・実績のご紹介

市内中⼩事業者の
実態調査と⽀援

実
現
！ 実現！

実
現
！

実
現
！

ほかにも



 市⺠ニーズにあった
コミバスに

⽣活保護は⽣きる権利

ジェンダー平等
　SDGsの5番目にもあるようにジェン

ダー平等は世界的に取り組む大きな課

題です。男女平等参画をもっと充実さ

せ、物事の決定の場に女性の声がもっ

と生かされるよう求めました。

　三鷹市では今後、人権条例を制定す

る予定になっていますが、日本共産党

市議団では「パートナーシップ条例」

も早急に制定することを求めていま

す。

　全ての人が人として大切にされる、

誰もが自分らしく生きられる三鷹市を

めざします。

 

　本来なら生活保護を受けられる基準

であるのに、制度を使用していない人

はまだまだ多く（イギリス87％、ドイ

ツ85％に対して日本の補足率は23％ほ

ど）。これまで扶養照会が高いハード

ルとなっていました。日本共産党市議

団は「扶養照会は義務ではない」と国

会での大臣の答弁に基づき、憲法に定

められた生きる権利として三鷹市での

生活保護利用をもっと受けやすくする

よう求めました。

　窓口には「生活保護のしおり」が常

備されました。もっと使いやすい制度

にしていくよう、さらに求めていきま

す。

 

　現在5ルートで運行している「み

たかシティバス」ですが、運行本数

が少ない、運行距離が長すぎる、路

線バスと同じルートを走っている、

運賃が高い、などの問題をかかえ、

「空気を運んでいる」と揶揄される

ほどでした。現在、運行ルートや料

金の抜本的な見直しに向け、方針が

策定され、三鷹台駅周辺と大沢地域

で社会実験が行われます。地域の声

を届けましょう。

学校のトイレ改修
少⼈数学級

少しずつ改善されています

　怖くて、汚くて、臭い、トイレの3K

をなくして欲しいと子ども達からの要

望を受け、学校のトイレの実態調査を

行い、議会で要求しました。少しずつ

洋式化・ドライ化が進み、喜ばれてい

ます。

　一斉休校で分散登校が行われた時、

クラスが半分だと、ひとりひとりの子

どもが主役になれる授業が出来ること

が実感出来ました。少人数学級にして

欲しいと議会で求めました。40年ぶり

に学級編成が変わります。
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　どの家庭もためらわずに受診でき

る仕組みをつくり、子どもの病気の

早期発見・早期治療を支える環境を

つくることは、福祉施策としてだけ

でなく、子育て支援策としても重要

な役割を担っています。2019年10月

からようやく小学6年生までの子ど

も医療費の所得制限がなくなりまし

たが、1回200円の窓口負担が残って

います。ひきつづき、窓口負担ゼロ

と中学生以上の所得制限の撤廃を求

めていきます。

⼦ども医療費
⼩学⽣までの所得制限撤廃

トイレを視察
改修前 改修後

→



　台風19号の経験から、避難行動

への支援や、避難場所の拡充、避

難場所での環境改善の必要が浮き

彫りとなりました。野川周辺を中

心に防災無線の更新や新たな水位

計とカメラの設置が行われ、学校

体育館には感染拡大防止とプライ

バシー確保のパーティションが配

備されました。地域防災計画も、

感染症対応を含め大幅に見直しが

行われました。

「補聴器購⼊費助成」

・学校施設環境事業に対するさらなる補助を
・保育園の園外活動の安全確保を求める
・最低賃⾦の⼤幅引き上げ
・加齢性難聴者の補聴器購⼊に対する公的補助
・選択的夫婦別姓制度の導⼊
・⽶軍横⽥基地ＣＶ22オスプレイの⾶⾏中⽌
・⼦ども医療費助成制度の拡充
・介護保険制度のサービス切り捨て反対
・公⽴学校「1年単位の変形労働時間制」導⼊撤回
・国⽴⼤学における授業料減免
・性暴⼒の被害者を守るために刑法の改正
・都⽴病院の独⽴法⼈化に反対
・公契約法の速やかな制定
・再審法の速やかな改正
・⽣活保護をより豊かなものに
・少⼈数学級で豊かな学校⽣活を
・多摩府中保健所管内に複数の都⽴保健所の設置を
・コロナ禍でも⼤学⽣が学び続けられる⽀援を

�

この間に、⽇本共産党が提案した意⾒書35本
核兵器禁止署名

コロナ対策緊急署名

4⼈の議員団の議案提案権を活⽤しました

　 65歳以上の高齢者に補聴器購入費用の助成をす

ることにより、外出や地域交流の機会を増やし、

閉じこもりを防止し、高齢者の福祉の増進に資す

ることを第一の目的とした制度です。補聴器は平

均１５万円もかかります。1人上限3万円の助成を

100人に助成。300万円の予算で実現できます。コ

ミュニケーションでは欠かせない聞こえの問題

は、認知症や介護予防にもつながり、今後の財

政、医療費の抑制に貢献すると考え提案しまし

た。

　残念ながら公明党が「時期尚早」といって、令

和山桜会・自民党・つなぐ三鷹の会も反対し否決

となりました。

　その後、東京都が包括補助の交付金を補聴器助

成にも使ってもよいという通知を各自治体に出し

ており、引き続き実現に向けて頑張ります。

 

署名活動・国や東京都にも申し⼊れました

避難所用パーティション　　　　水位カメラ

・コロナ禍における医療・介護機関への減収補てん
・⽇本学術会議推薦候補者の任命
・東京都として都⽴神経病院の再編統合は⾏わない
・医療機関への速やかな減収補てん
・中⼩零細事業者・⼩規模事業者への⽀援・強化
・特別⽀援学校に実効性ある「設置基準」の速やかな策定
・⽣活保護における扶養照会の改善
・保育の基準の抜本的な引上げと保育⼠の処遇改善
・精神保健福祉の改善
・東京オリ・パラの開催を中⽌しコロナ対策に集中する
・⾼齢者医療費の２倍化に反対
・タンク貯蔵汚染⽔を海洋放出に反対
・⼤深度地下法の廃⽌
・消費税率の引き下げとインボイス制度の実施中⽌
・ジェンダー平等施策を進める
・出⼊国管理制度の抜本的な改善
・沖縄戦戦没者の遺⾻等を含む⼟砂埋め⽴てに反対

保健所復活の要請・東京都への署名は約３０００⼈分提出
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防災・減災

外環道路建設中止の申し入れ

条例提案

https://www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/activity/pdf/2019ikensyo20.pdf
https://www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/activity/pdf/2019ikensyo21.pdf
https://www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/activity/pdf/2019ikensyo22.pdf
https://www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/activity/pdf/2019ikensyo23.pdf
https://www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/activity/pdf/2021ikensyo02.pdf
https://www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/activity/pdf/2021ikensyo03.pdf
http://gifu.chiholog.net/tokyolog/search.html?meeting_text=%22%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%22
http://gifu.chiholog.net/tokyolog/search.html?meeting_text=%22%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E5%AF%BE%E7%AD%96%22
http://gifu.chiholog.net/tokyolog/search.html?meeting_text=%22%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%22
http://gifu.chiholog.net/tokyolog/search.html?meeting_text=%22%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF%E8%B2%AF%E8%94%B5%E6%B1%9A%E6%9F%93%E6%B0%B4%22


2019年6⽉ ⼩・中学校のトイレの洋式化を・三鷹駅前デッキ上喫煙所撤去を求める
�����������９⽉���⼩・中学校学校体育館エアコン設置・三鷹駅ホームドア設置について
����������12⽉���⾼齢者介護サービスの充実を求める
2020年3⽉���ジェンダー平等・LGBTQ・パートナーシップ制度の実現を
������������6⽉���⽣活保護制度をより豊かなものに
 ����� 9⽉���少⼈数学級の実現で豊かな学校⽣活を
����������12⽉���⼀⼈暮らしの⾼齢者への暮らしの⽀援
     ���コロナ禍での中⼩事業者への⽀援について
2021年3⽉��コロナ⾃宅療養者への⽀援・⽣活保護の扶養照会をなくすことを求める
   �６⽉��コロナ禍での市⺠の命と暮らしを守る施策
��������������������・⼥性の貧困・⽣理の貧困・PCR検査の拡充
   ��9⽉���ジェンダー平等・コロナ禍での⼩・中学校の2学期再開について 

⼤城みゆき

紫野あすか

 コロナ禍で私たちの暮らしが⼀変しました。仕事を失
った⽅、⾃粛⽣活で鬱になってしまった⽅、「引きこも
りの⼦どもの将来が不安だ」という⾼齢の⽅、「コロナ
の感染が⼦どもにも広がっていて⼼配だ」といった様々
な相談にのる中、市⺠の声を市政に届け、くらしを良く
するために奮闘してきました。四⼈の議員団の議案提案
権を活⽤して、「補聴器購⼊費助成条例」の提案も⾏い
ました。残念ながら議会では否決になりましたが、補聴
器購⼊費補助や⾼齢難聴者⽀援について取り組みます。
今後も「命どぅ宝」をモットーにひとり⼀⼈の市⺠に寄
り添い、市⺠の声を市政に届け、福祉サービス向上のた
めに頑張ります。
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⽂教委員

まちづくり
環境委員⻑

 ⼀般質問で要求した学校のトイレ改修・体育館のエア
コン設置、少⼈数学級、市内中⼩業者への景況調査と減
収補てん、コロナ⾃宅療養者相談⽀援センターの開設な
ど、実現することが出来ました。
 私が⼀番⼤切にしていること、それは市⺠の声をとこ
とん聞くことです。この2年で、相談をいただいた⽅は
約160⼈。それぞれに事情があり、かけがえのない⼈⽣
があります。相談の多くは、ご⾃⾝ではどうにもならな
いこと、本⼈が悪いのではなく政治や制度が⾏き届いて
いないことが原因です。「暮らしの困った」をなくすた
めに政治はあります。
 いのちと暮らし最優先の市政、市⺠が安⼼して暮らせ
る三鷹のために、これからも全⼒で頑張ります。

①認知症になっても尊厳ある暮らしができる三鷹のために
②⾼齢者訪問理美容サービスの利⽤促進について
③⾼齢者の加齢性難聴者への補聴器購⼊の補助創設について
④消費税10%増税の影響について、市内事業者に聞き取り調査を
⑤保健所の復活について
⑥空き家を活⽤して、⾼齢者・障がい者の⾃⽴⽀援を
⑦障がい者の就労⽀援について
⑧三鷹の伝統・⽂化の継承を商⼯業活性化に活かすことを求めて
⑨⼤深度地下法は廃⽌を。外環道中⽌を

この間の質問

この間の質問



栗原けんじ

この間の質問

 野崎⽣まれ⼤沢育ちの私がこのまちの議員となり２年が経
ちました。
�２００億の市庁舎建て替えや井⼝グラウンドの売却をスト
ップさせることができ、最近ではオリパラ学校連携観戦の中
⽌など、声を届ければ政治を動かせることにやりがいを感じ
ています。２０１９年台⾵での避難所避難の経験をふまえ、
学校体育館にパーティションの配備も実現できました。厚⽣
委員としてこの間のコロナ対策についても市⺠の声を届け、
情報発信に努めてきました。三鷹の⻄側の地域課題は私にお
寄せください！⼩学⽣の娘を育てる保護者として、まだまだ
不⼗分な三鷹の⼦育て⽀援の充実にも取り組んでまいりま
す。
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総務委員

厚⽣委員

前⽥まい

2019年6⽉��保育園等の園外活動における安全と保育の質の確保・⼤沢地域のバス路線の⾒直し
������������9⽉���井⼝グラウンドの存続と砂ぼこり・東⻄通路対策・上連雀三丁⽬暫定集会施設の整   
      備と運⽤について
�  ��12⽉���義務教育就学児医療費助成制度の拡充について・予防接種の拡充について
2020年3⽉���アスベスト被害の拡⼤を防⽌する取り組みについて
���������������������野川・野⽔橋付近の道路の安全確保について
������������6⽉���私⽴認可保育園への市の関わり⽅について・医療的ケア児の保育受⼊れについて
��������������������・��廃⽌された公⽴認可保育園のゼロ歳児保育復活について
������������9⽉���災害時の避難所及び避難の在り⽅について・災害を防ぐための環境保護について
����������12⽉���コロナ対応の強化とコロナ禍の教育・⼦育て・若者の⽀援について・不登校や若者
���������������������のひきこもりについて
2021年3⽉�（2021年度予算代表質疑）市独⾃にコロナ対策の強化と市⺠サービス向上を
�   �6⽉ 東京オリンピック・パラリンピックにおける学校連携観戦について
�   �9⽉�（2020年度決算代表質疑）
      市⺠のいのちを守るコロナ対策を・駅前再開発は積極的に市⺠へ進捗を⺬せ

 安⼼して住み続けられる三鷹のまちを実現するため、地
元の要求要望を市政に全⼒で届けてきました。外環道路陥
没事故が起きた時、現地に直⾏し市⺠の命と財産をまもる
ために原因究明と安全確保対策、⼤深度地下トンネルの⼯
事中⽌を求め、市、都、国へ市⺠の声を届けてきました。
�⼦ども医療費無料化の所得制限の撤廃を求め、⼩学校６年
⽣まで実現し、学校トイレの洋式化、待機児解消のための
認可保育園の増設をすすめました。コロナ禍で迅速なワク
チン接種とともにＰＣＲ検査の拡充、医療体制⽀援を求め
て、命と暮らしを守る市の対策を前にすすめてきました。
 今、何よりも求められている命と⽣活を最優先する市
政、国保・介護保険の負担軽減を実現するため、チェンジ 
チャレンジ 栗原けんじで頑張ります。

2019年6⽉��投票所、期⽇前投票所の増設拡充。⼩中学校のパソコン、タブレット等の環境整備
������������9⽉��2018年度決算代表質問 社会保障負担増、市⺠要求対応をチェック
����������12⽉��仙川、野川流域の台⾵・⽔害に対する防災、避難所、避難者⽀援対策。
2020年3⽉��公契約条例の実現を求める。
  �����9⽉��2019年度決算代表質問 命とくらし最優先、コロナ初期対応をチェック
  ���12⽉��外環道路陥没事故の原因究明と安全対策、⼤深度地下トンネ�ル⼯事の中⽌を求める
2021年3⽉��⼤深度地下トンネル⼯事の危険な地中拡幅部、シールドマシン⼤深度�地下トンネル⼯
��������������������事の中⽌を求める。
   ��6⽉��国⺠健康保険税の負担軽減、�中学⽣の⼦ども医療費無料化の所得制限撤廃、７５歳以
��������������������上�の窓⼝２割負担増の中⽌を求める
   ��9⽉��コロナ禍の公共施設の利⽤制限の緩和、国保コロナ減免の延⻑、介護保険利⽤料の負担 
     ���増の軽減を求める

この間の質問



　電話 080-7859-0190 

お困りごとは

　電話 090-1656-6295

⼤城みゆき 栗原けんじ

紫野あすか 前⽥まい

電話  090-9641-4367

　電話 0422-57-6389 
mai.maeda181@gmail.com�asunokaori2@gmail.com�

kurikenn26@gmail.com�anma-kanasa2@docomo.ne.jp

活動地域・井の頭・牟礼 活動地域：中原・北野・新川1〜6丁⽬
       （6丁⽬33〜38を除く）

活動地域：下連雀・上連雀8〜9・野崎1
     新川6丁⽬33〜38

活動地域：⼤沢・深⼤寺・井⼝・野崎2〜4
     上連雀1〜7

無料生活相談を承っています。ひとりで悩まずご相談ください。

弁護⼠による無料法律相談もご利⽤ください
毎⽉第2⽊曜⽇13：00∼☆事前に各議員へ予約してください

こちらもご利用ください

私たちは市民アンケート活動を行っています

暮らしのご相談はお気軽に
LCP

へ

(FAX兼）

 私たちは毎年、政務活動費を活⽤し、市⺠ア
ンケートを⾏っています。アンケートに寄せら
れたご意⾒や要望を議会質問や議案提案、市⻑
への要望書提出などに活かしています。
 すぐに解決が必要なものは現地調査や、訪問
をして改善・解決しています。引き続き、ご意
⾒などお聞かせください。

これまでに寄せられたアンケート

mailto:anma-kanasa2@docomo.ne.jp

