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品田ひでこの委員会での意見や主張を

文京区議会議員

頂いた要望や暮らしの声を伝えます。
〈委員会室のイメージ写真〉

【品田ひでこプロフィール】1954年東京生まれ。文京区立柳町小・第五中学校卒業。都立向丘高校卒業。駒澤短期大学卒業。明治大学公共政策大学院修士課程（公共政策学）修了。
平成３年より区議会議員、現在は文教委員会委員長。
キャリアコンサルタント
（CDA認定）
コーチングコーチ
（CTP認定）、
地域では少年サッカークラブ主宰、
町会役員など。

９月定例議会報告

と訴え、
「おかしい！」
と政策提案
「こうしてみては？」

品田ひでこのイメージ
キャラクターです

▶９月４日〜10月15日の定例議会が終了しました。また、10月１日からの決算審査特別委員会で
は、平成29年度分の税金の使い方、特に区の解決すべき課題に対して効果的に執行されたか、成果の
上がる施策だったか、各分野にわたって厳しく指摘をさせて頂きました。さらに、６月本会議一般質
問も含めダイジェスト版で報告します。

教育・子育て

質疑

02

質疑

01

現状や区民の声

福祉・防災・暮らし

a小規模保育所（０歳〜２歳）からの転園には「３歳の壁！」

a大阪地震で子どもが犠牲に！「ブロック塀」安全？

a新規保育園の増設は嬉しいが「保育の質」本当に大丈夫？

a駅の自転車駐輪場（定額制）料金、文京区高いよ！

a子どもが病気でも今は仕事を休めない！どうしよう？

a国や区の使ってない土地あるよ。もったいない！

a教育費にお金がかかる。就学援助金も足らない！

a障がい者グループホームに入居できない！

教育や子育てはきめ細かく丁寧に！

① 平成30年４月の時点で保育園待機児童数は、100人です。

「え〜！仕事を辞めなくちゃ」介護離職が増える！

① 特別養護老人ホームはまだまだ足らない。増設計画を急いで。
② 緊急に学校等のブロック塀の点検と改修をすべきです。通学路や民
間のブロック塀改修工事が進む補助拡大を早急にするべきです。

新規認可園の増設や認定子ども園は必ず０〜５歳の整備を。
②「保育の質」を確保するため、第三者評価や専門家の助言を。

③ 文京区の自転車駐輪場（定額制）料金は、隣接区より高額です。
隣接区並みに料金を見直すべきです。

③「病児・病後児保育」のニーズが多い、緊急増設を求めます。
④「学校給食の無償化」や「就学援助」の増額を求めます。

④ 小石川税務署北側（国の官舎）は未利用です。特養ホームの建設を。
茗台中学校西側の区道行止まりの土地を育成室等に転用は如何か。

⑤ 八中に「特別支援学級」を、根津・千駄木地域に新規開設を。
成

福祉は優しいマンンパワーが必要です！

主張

塚・千石、本郷・湯島）への路線拡大②15分間隔に③両方向

5

私立認可園 10園

成

小規模保育所 ２園

◇ 特別養護老人ホームは、昨年度「洛和ヴィラ文京春日」が新設。
さらに、現在は春日二丁目に建設中、来年秋完成です。
◇ 学校・幼稚園や区有施設のブロック塀を緊急点検しました。
必要な改修工事や民間のブロック塀等改修が進むように、費用助成
に９月補正予算総額１億１千万円が計上され可決しました。
◇「後楽地域エリアマネジメン」に①後楽幼稚園の認定こども園化
②清掃事務所建替えが計画されました。一体的に整備が進みます。

事業所内 １園・家庭的保育 １園
◇「保育の質」の確保に、区立園の第三者評価を導入予定です。
元保育園長による巡回監視も強化します。
◇「病児・病後児保育施設」を都立駒込病院内に31年度以降新設。
◇「就学援助・入学用品費の支給額」は増額が決まりました。
◇「特別支援学級」の新設は、状況を把握し検討していきます。

果

確認され
た。「一年

ています。さらに「全てのがん対策」強化を要望しました。

い」「店の

と要請しました。早期発見、早期治療で９割が治ると言われ

②シビックセンター地下駐車場に①エコカーのカーシェアリング②リフト付き福祉カーシェアリングの設置を提案。

中使いた
P R に な
る」など声

の教訓から、①避難所等の電力確保に早急

に応えて

に取組むこと。②戸建てやマンション等に

「お買物

「太陽光発電設置」の補助拡大を要請しました。

券」の発行
回数や発行

「区道の無電柱化」は、防災面だけでなく街の景観

や価値を高めます。「巻石通り」の工事期間短縮と「こん
にゃくエンマ〜根津地域」への道路

総額を増や
成澤区長に女性議連から「児童相談所」
新設の要望（6月8日）

決算審査特別委員会（10月1日〜15日）

重要です。しかし、利用率は、平均で午前が３割、午後が
５割と低い状況です。本来の目的である、コミュニティー

品田ひでこ いきいき活動報告

あげられる

B自転車シェアリング、スポーツ施設等サイクルポートの増設を。

ように、区

B公園の公衆トイレをきれいに改修すること。

として区商

Bシビックセンター内の便益施設はもっと利用し易く。

連が事業を

B受動喫煙対策の実践。

拡充できる

通学路での路上喫煙規制や区内飲食店の対策応援を。

春・秋の交通安全運動

区内で開催される区の行事や地域のイベントにも
積極的に参加やお手伝いさせていただいています。
７月５〜６日

文教委員会

10月11日

委員会視察

● 長 崎 市 立 図 書 館と市の
文化歴史保存・継承につい
て視察しました。市民の暮
らしに役 立 つ 課 題 解 決 の
役 割 を果 たす 図 書 館 を 学
びました。

９月26日

●リニューアル後の
「小石川福祉作業所」
障がい者の仕事の様子を
視せて頂きました。

交通安全協議会委員です。

暮らしに役立つ終活セミナー
９月６日

6日
９月1

10月24〜25日

10月27日
「相続税対策講座」を開催しました。

します。
地元の秋 祭りにも参加

連絡先

品田ひでこ 事務所
https://www.facebook.com/hideko.shinada

！
随時
更新中

ぶんきょうコミュニティサイト
（管理者：品田ひでこ）

品田ひでこ公式ホームページ

議員研修会で研鑽を積みます。

ダイバーシティを推進します。

FAX：03−3816−2982

ご意見・ご要望をお寄せ下さい

すなど、効
果をさらに

その他に

「区民の交流の場」には、区民会館の果たす役割が

①音羽児童遊園・音羽パークロード600は、お掃除が不十分で高架下の暗いイメージです。
誕生から24年、もっと「子ども達が楽しく遊べる公園」「憩いの場」「地域が使える広場」に再整備をすべきです。

メリットが

「乳がん検診の無料化」を31年度から実施すべき

障がい者が地域で安心して暮らせるように、増設を求めます。

◇ 31年度新規園の開設予定は、

店もお客も
あることが

善を図るべきです。区民は待っています！

⑤ 障がい者グループホームは、競争率が高く入居が困難です。

果

＜その他の要望＞

年間延べ96万人がご利用です。区民が望む①空白地域（大

「 プ レ
ミアはお

早期に設置すべきです。また、北海道地震

の無電柱化計画を提案しています。

3

「B-ぐるコミュニティバス」は、大変人気で

現状や区民の声

a特別養護老人ホームの待機者は430人（10月現在）。

主張

2

「避難所にエレベーターを」

の醸成の場をしっかりと創ります。

a「産休・育休」を取得して出産子育てして、翌年４月に職場
復帰したくても「えっ！保育園に入れない」

a根津・千駄木の中学校に「特別支援学級」をつくって！
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平成３年より区議会議員、現在は文教委員会委員長。
キャリアコンサルタント
（CDA認定）
コーチングコーチ
（CTP認定）、
地域では少年サッカークラブ主宰、
町会役員など。
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▶９月４日〜10月15日の定例議会が終了しました。また、10月１日からの決算審査特別委員会で
は、平成29年度分の税金の使い方、特に区の解決すべき課題に対して効果的に執行されたか、成果の
上がる施策だったか、各分野にわたって厳しく指摘をさせて頂きました。さらに、６月本会議一般質
問も含めダイジェスト版で報告します。
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善を図るべきです。区民は待っています！

⑤ 障がい者グループホームは、競争率が高く入居が困難です。

果

＜その他の要望＞

年間延べ96万人がご利用です。区民が望む①空白地域（大

「 プ レ
ミアはお

早期に設置すべきです。また、北海道地震

の無電柱化計画を提案しています。

3

「B-ぐるコミュニティバス」は、大変人気で

現状や区民の声

a特別養護老人ホームの待機者は430人（10月現在）。

主張

2

「避難所にエレベーターを」

の醸成の場をしっかりと創ります。

a「産休・育休」を取得して出産子育てして、翌年４月に職場
復帰したくても「えっ！保育園に入れない」

a根津・千駄木の中学校に「特別支援学級」をつくって！

1

第96号

運行等の意見を反映させて、早急に運行改

お知らせします。日頃区民の皆さんから

品田 ひでこ
文京区議会

4
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E-mail：h-shinada@nifty.com

〒112-0003 文京区春日2-18-7-803
TEL・FAX 03-3816-2982
https://twitter.com/shinadahideko

https://www.facebook.com/bunkyocommunity
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