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【巻頭ＯＰＩＮＩＯＮ】

着実な政策実現で
区民の生活を支えるために

杉並区に家族で居を構えて早15年近く、都心に近く至便ながらも
緑ゆたかな環境にあり、また心温かな人々に囲まれた暮らしに感謝
しています。前職はインテリアコーディネーターとして20年間にわ
たって住宅の設計に携わり、仕事を通して人々の暮らしを見つめてき
ました。
現在、杉並区議会議員として2期目の後半にあたり、生活者の視点
を大切にしながら、より良い区政を目指して力強く歩みを続けており

「今任期の
後半に向けて 」

ます。この度オフィシャルサイトとリーフレットを刷新し、政策を皆様
方へお示しをしつつ、今後とも、活動して参ります

※リーフレット送付をご希望の方はご連絡をいただけましたら郵送させて
頂きます。
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政策

「緑ゆたかで安全
・安心なまちづくり」

地球温暖化防止に向けて「杉並」から出来る取
り組みや、持続可能性のある自治体運営を目指
した公共施設マネジメント等を進めています。
・都市計画高井戸公園の良好な整備促進
・地球温暖化防止とバリアフリーの
まちづくり推進
・公共施設と空間の充実

・地域の声を活かしたまちづくり推進
・玉川上水の緑の財産を守る

政策

2 「教育・子育て」

一人ひとりの「杉並」の子どもたちが充実した
環境に恵まれ、生涯の礎を力強く築いて行け
るよう、様々な事業を推進しています。
・東京オリンピック パラリンピックを
見据えた国内外交流事業の推進

3 「医療・福祉」

政策

「杉並」に住む私たちが相互に助け合いな
がら暮らし、困ったときには支援に結びつ
くことが出来るよう環境の整備を進めて
います。
・高齢者在宅介護サービスの充実

・将来を見据えた区立図書館整備促進

・障がい者の雇用の充実と拡大

・就学前児童の子育て環境整備促進

・成人期発達障がい者支援体制の充実

・区立小中学校の教育環境の整備促進

・医療機関と救急医療体制の充実

・地域で助け合える子育て環境の整備促進

・不妊治療支援体制の充実

●「都市計画高井戸公園」整備に伴い地域の声を都と区に提言 ●省エネ住 宅・地 球 温 暖 化 防止等 地 域 の

これまでの
取り組み
＆実績

声 を 活かしたまちづくり推進●区内小中学校の教育環境充実 ●成人期発達障がい者等の支援体制構築

●地域で助け合える子育て環境整備 ●小規模多機能型居宅介護施設増設と利用促進 ●公共施設マネジ
メントの促進 ●「地域防災」
「保育行政」
「公共施設マネジメント」
「憲法」などの講演会・勉強会の開催 ●議会
における請願陳情審査率向上による、区民の意見を大切にする議会への改革 ●中学生海外留学事業の推進
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【2017 新年度予算概要】
―支え合い 共につくる 安全で活力ある みどりの住宅都市 杉並の実現に向けて―

「時代の先を見据え、
１０年ビジョンを加速させる予算」始動！

平成2９年度

2.973億5273万円（1.4％増）
※（ ）内は昨年比。

◉一般会計 1,780億5,000万円(3.5%増) ◉国民健康保険事業会計647億4,726万円（1.1％減）
◉用地会計2億7,270万円（93.3%減） ◉介護保険事業会計410億1,565万円（5.6％増）
◉後期高齢者医療事業会計131億6,062万円（2.5％増）◉中小企業勤労者福祉事業会計1億0,650万円（11.7％減）

平成２９年第一定例会が２月１３日から３月１６日まで開催され、
予算特別委員会においては新年度予算を全議員で審議いたしま
した。
区税収入などの増を見込み、
一般会計は昨年に引き続いて
過去最高の規模となりましたが、
基金と区債のバランスに留意し
財政の健全性を確保しつつ区民の福祉向上に寄与する予算編成

である事を確認しました。
（質疑の詳細は3ページに掲載。
）
区では重点分野として下記の５項目をあげ、
新たな取り組みを含
み私たちの生活を支えるきめ細かな予算組がされています。
審
議ではこれまで山本あけみが取り組みを推進してきた項目につ
いて質疑を重ね、
成果と今後の課題の確認をしました。

＜予算編成の５つの視点別重点事業＞
首都直下地震等に備えた減災・防災対策の推進

超高齢社会の進展を見据えた健康づくりと福祉の充実

・狭あい道路の拡幅整備を加速化
952,799千円
・地震被害想定と減災効果の「見える化」と
「すぎナビ」の機能拡充
61,062千円
・震災救援所周辺等の不燃化促進
130,209千円
・下高井戸おおぞら公園の開園
356,649千円
・地域における防災力の向上
20,810千円
・帰宅困難者対策の推進
10,900千円

・在宅医療の更なる推進

将来にわたるにぎわい創出に向けた環境整備と魅力発信

・女性の健康づくりの推進

・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向けた機運の醸成
・在住･来街外国人向けサービスの拡充
・戦略的広報の推進

4,450千円

・ふるさと納税制度の活用

7,250千円

・駅周辺まちづくりの推進

27,919千円

豊かなみどりと持続可能な環境を次世代に継承
・多様な公園の整備

・
（仮称）荻外荘公園の整備推進

2,543,527千円
28,484千円

・都市農業の活性化･農地保全

118,181千円

・街路灯のLED化の推進

401,551千円

・食品ロス削減に向けた取り組みの推進
・自転車通行空間の整備

・南伊豆町との自治体間連携により整備する
特別養護老人ホームの開設

・小学校跡地を活用した特別養護老人ホーム、
重度身体障害者入所・通所施設の開設

・高齢者の口腔ケアの充実

417,654千円

36,951千円

2,803,113千円

・ICTを活用した高齢者の在宅生活支援モデル事業の実施 4,000千円

386,800千円
186,145千円
6,191千円

3,916千円

未来を担う子どもたちのための教育・支援の拡充
・増加する保育需要を見据えた施設整備の推進
・保育の質の維持･向上

・小児救急医療体制の整備

953,565千円

7,071,785千円
12,200千円

・
（仮称）
就学前教育支援センターの整備

21,266千円

・学齢期における発達障害児相談支援の実施

・多様な専門人材の活用による質の高い教育の推進
・学校教育環境の整備・充実

600千円

17,617千円

51,012千円

3,897,872千円

成果２ 地域の声を活かしたまちづくり推進
「地区計画によるまちづくり」が実現！

35,631千円

既存の住宅街の住環境向上とより良い市街地形成を目指し、地
域の声を制度に変えて行くための行政手法である地区計画を推
進してきましたが、本年３月に玉川上水・放射５号線周辺地区地
区計画策定に続き、阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり計画にも着手
をする方向性が示されました。

【新年度予算に盛り込まれた主な成果】
成果１ 高齢者在宅介護サービスの充実

成果３ 将来を見据えて区立図書館整備促進

「小規模多機能型居宅介護施設」増設が実現！
区内6,7カ所めになる２施設の整備費が予算に
盛りこまれ、
平成31年に開所の予定となりました。
また、以前より求めてきたサービス普及の為の
リーフレット作成が実現し、
配布が始まります。

「中央図書館改修の検討」が実現！

区民の声を活かす為のワークショップの開催が実現したのに続
き、今後の充実を目指した改修の検討が進んでいます。本予算
には平成30年以降の基本設計に向けて検討が明記され、今後
検討が進んで行きます。
当初は設備更新が主な改修内容でしたが、この先の３０年間を
見据えた実りのある改修となる様、丁寧な予算どりと計画の決
定を要望していきます。

※小規模多機能型居宅介護施設とは、
日中・訪問・
泊りのサービスを一つの事業者さんで行っている
施設です。※リーフレットが必要な方は郵送させ
ていただきます。

2

【第１定例会

予算特別委員会質問】
委員会室での質疑の様子

テーマ

テーマ

［児童発達支援 について ］

［公共施設マネジメントについて］

発達障がい児の療育・教育に関しては日々取り組みが進
んでおり、当区でもこれまでの様に児童の特別支援級での
指導から、新しく区内各学校内に設置された特別支援教室
（小学生）と情緒通級学級（中学校）での指導へ切り替えが
進むなど、より手厚いケアがされています。
来年度予算にはこれまでに加えて、医療・教育・福祉の連
携をより強固にして行くための仕組み作り
がされ、一人一人の特性を踏まえた療育を
小学校１～３年生の、育ちにとって重要な時
期に的確に受ける事が出来るよう、保護者
への助言等にも踏み込み支援の受け皿づく
りを進めて行きます。
市民にとっては自分の悩み事や困り事を
顕在化し、行政の支援へとつながるのは難
しいのが現状です。受け皿づくりを進め、必
要な区民へ支援の手が届くよう今後とも提
言を続けて参ります。

公共施設再編を財政運営と連動させながら管理・活用す
る仕組みである公共施設マネジメントの取り組みは長期的
視野に立った取り組みが求められます。しかしながら総務
省からの全国統一基準の公会計制度も確立されていない状
況下で、施設の再編整備は既に始まっております。
建物の改修・改築に当たっては、その建設費に充てる事
が出来る財政運営上導き出される予算を念頭に置いた整備
が進むよう具体例を挙げて提言を続けています。
区では「施設の数や面積を減らし、施設を維持するため
の経費を削減します。」としていますが、現状では特別養
護老人ホームや保育園などの新たな需要増に加えて、再編
整備により機能が統合された跡地の売却や貸付が進んでい
ない現状を踏まえ、長期的視野に立った施設再編と財政運
営のバランスを取った取り組みが早期に実現していくよう
強く要望をいたしました。

テーマ

［中央図書館改修について］

これまで「区民意見聴取」
「建物の可能性追求」
「図書館サービス基本方針の具現化」を要望
し、昨年は区民によるワークショップの開催が実現しました。本改修は公共施設マネジメント
のモデルケースにもなり得る事業でもあると考えています。これからは本格的な工事内容の検
討に入る時期となります。改修工事費には解体費、設備更新費など目に見えない費用と、新た
な価値を創造するための費用が含まれます。予算を立てるのが難しい反面、要望を全て盛り込
んでいっては経費がかさみ過ぎて実現不可能となります。適切な予算を立てるための十分な議
論を尽くし、実現可能な項目の優先順位を付けながら進めて行く必要があると考えています。
今後の30年間を見据え、完成後は区民の生活の向上に資する中央図書館の改修となる様、
今後とも時宜にあった提言を続けて参ります。
※その他「小規模多機能型居宅介護施設」
「子育て応援券」
「プレーパーク」
「医療的ケア児」
「公園について」
「リフォーム助成」
「玉川上水ネット未来遺産登録」について質疑をしました。
詳細はお問い合わせください。

【Actibity Report】
新年号にて実施しました区民アンケートに寄せられたご意見をご紹介いたします。
ホスピス等の緩和ケアが充実して
いる病院が増えたら安心して生活
できると思います。

公園にはどこも手をかけ過ぎ
ている。どこまでもデザインさ
れ尽くされていてつまらない。
60歳代・男性

30歳代・女性

NHK等のグラウンドを
未 来に残る有意義なもの
にしていただきたい。
40歳代・女性

70歳代・女性
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70歳代・男性
これらの意見を
大切に︑区政へと
届けて参ります︒

保育園整備に充てるよりも、仕事
を休んで子育てをしている分家庭
に補助をしてはどうか。

人 見街 道の 狭さを
何とかしてほしい。
都との連携が悪い。

FBの案内ページにて詳細ご確認ください。

【映画
「太陽の蓋」すぎなみ上映会のお知らせ】
平成28年７月のロードショー以来、日本各地でロングランの自主上映が続いている本作品
を、
是非杉並でというお声を頂き、
「太陽の蓋」
すぎなみ上映実行委員会を立ち上げました。
座高円寺区民ホールは300人弱の客席で、舞台上との距離感が大変近い会場です。

上映後のクロストークには映画のモデルになった当時の官邸内部の方々をお迎えし、

「3.11の原発事故が起きた時官邸ではどんなやり取りがあったのか。
「
」原発の無い社会を

つくるには何が必要か。」など、考えるきっかけにして行きたいと企画をしました。是非、
お運びくださいませ。

４/25（火）

日時

平成 29 年

場所

座高円寺 地下2階
区民ホール 杉並区高円寺北2-1-2

スケジュール
申込み
問合せ先

クロストーク登壇者

JR高円寺駅北口から徒歩５分

◆17:30 ～開場
◆18:00 ～映画上映
◆20:20 ～クロストーク
◆21:00 終了

橘

民義

菅 直人衆議院議員 福山哲郎参議院議員 西村まさみ前参議院議員 山本あけみ杉並区議会議員

「太陽の蓋」制作プロデューサー

・元内閣総理大臣

・元内閣副官房長官

映画「太陽の蓋」すぎなみ上映実行委員会（山本あけみ事務所内 ）
taiyounofutasuginami@gmail.com FAX 03-6231-5838

・元幹事長補佐

・司 会

※詳細はＦＢ
（フェイスブック）
「太陽の蓋」
すぎなみ上映実行委員会に掲載していますので
ご確認をお願いします。

※選挙や公務等の都合上、止む無く登壇者の変更が出る場合がある事を予めご了承ください。

第42回木曜茶話会 特別講演会のご案内
5/25（木）

時 19 時〜21時 会場 高井戸地域区民センター
３F 第１、第２集会室

格差の少ない 持続可能な未来を 子どもたちへ

木曜茶話会 「国・都・区政の連携した
講師：山尾しおり衆議院議員
登壇者：西村まさみ前参議院議員

「木曜茶話会」
の拡大版として特別講演会を開催いたします。
国会で生活者の声を政治の現場へと届け続ける山尾しおり衆議院議員と、
都政改革を進める西村まさみ前参議院議
員をお迎えして、
区民の皆様方との意見交換会をしながら、
「国・都・区政連携に向けて取り組みについて」
区民理解を
進めて行くための機会を設けました。
保育や介護から日々の健康管理や健康寿命への取り組みなど、
杉並区だけでは
解決できない課題は山積しており、
今後はより一層強い連携が必要となって来ています。
是非お出かけいただけます
ようお願い申し上げます。

●参加費：無料

● 予 約：不 要

毎月第４木曜日に
「木曜茶話会・
区民意見交換会」
を開催していま
す。
日頃の疑問や質問、
また貴重な
ご提言など、
自由な意見交換の場
として開催しています。

第

41 回

第

4/27（木）

15 時〜17 時

会場：アクロス

テーマ
「杉並区図書館改革について」

42 回

5/25 （木）

19 時〜21 時

会場：高井戸地域区民センター
３F 第１、第２集会室
※テーマ上期参考

第

43 回

6/22 （木）

15 時〜17 時

会場：アクロス

テーマ
「オリンピック・パラリンピック
の取り組みについて」

山尾しおりホームページより

取り組みに向けて」

暮らしの安心が守られて、初めて、人は
将来に希望が持てます。
信頼できる大人
に囲まれて育つ安心感、
まじめに働けば
報われるという安心感、
穏やかな老後が
待っているという安心感。
政治がしなけ
ればいけないこと、それは「暮らしに安
心と希望を届けること」

区民意見交換会
のお知らせ

●アクロス
京王井の頭線 久我山駅
改札前
※８月、
12月は休みと致します。

※上記の会合は、選挙日程によっては公職選挙法遵守により、止む無く休止する場合があります事、予めご了承ください。

山本あけみ プロフィール
東京都生まれ。杉並区久我山在住
インテリアコーディネーター / 建築士 / 福祉住環境コーディネーター。
武蔵野女子大学 / 武蔵野美術大学（通信課程）卒業。
４人家族。20 年間住宅の内装設計に携わる。
趣味 / 自然散策・美術や映画鑑賞・ＤＩＹ・料理など。
2011 年初当選、2015 年再選。都市環境委員長、文教委員会副委員長
等歴任。区民フォーラムみらい会派政策調査会長

お問い合わせ・連絡先

メールまたはファックスでお願いします。頂いたお問い合わせには必ずお返
事を差し上げますが、場合によってはお時間をいただく事があります。
【連絡先・杉並区役所】杉並区阿佐ヶ谷 1-15-1（代 03-3312-2111）

メールアドレス
ファックス

yamamoto.akemi1965@gmail.com
０３－６２３１－５８３８
発行責任者 山本あけみ

※政務活動費は基準に則って使用し、領収証を添付の上報告をしています。
）
公開していますので、
区議会事務局にお問い合わせください。
（03-3312-2111
（代表）
※これまで発行の区政報告をご希望の方は上記までご連絡をください。
いただいた個人情報は山本あけみの活動以外には使用いたしません。
※郵送不用の場合には山本事務所までご連絡をいただければ幸いです。
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