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決意と情熱を持って質問に立つ
都議会第１回定例会で
6項目を質問
3月2日、新風自民党の大場やすのぶ都議は、
下記の６項目について一般質問を行いました。
中でも注目を集めたのが、待機児童ゼロ、いじ
めゼロの「２つのゼロ対策」です。
また、福祉問題については、医療ケア児童支援
や高齢者介護などの緊急課題にも言及し、早急な
解決の実現を強く訴えました。
これらの質問に関し、小池都知事、教育長、福祉
保健局長が答弁しました。

新しい東京・世田谷づくりに全力！

大場やすのぶ都議の質疑の概要を抜粋・要約し

知事の基本的方針について

て報告します。
※質疑全文は東京都議会ホームページをご覧下さい。
HP：https://www.gikai.metro.tokyo.jp/

●知事の基本的方針について
●高齢者対策について

●医療的ケア児童と家庭への
支援について

●待機児童対策について

●介護人材の確保について
●いじめ対策について

（学校における健全育成）

○大場やすのぶ都議

最初に、一言、申し述べさせ

ていただきたいと思います。
都政に新しい風をもたらすべく船出いたしました新風
自民党、会派としては孤軍奮闘となりました。
私は、自由民主党所属の議員として、都議会自民党が
これまで育んできた都民第一の数々の施策の進展を支え
つつ、自由主義、民主主義を守る所存でございます。
その上で、小池知事が推し進められている東京大改革

医療的ケア児童と家庭への支援について
○大場やすのぶ都議

国は、昨年 6 月に児童福祉法

を改正し、医療的ケア児を、「人工呼吸を装着している
障害児、その他の日常生活を営むために医療を要する状
態にある障害児」として位置づけました。あわせて、適
切な支援が受けられるよう、地方自治体に保健、医療、
福祉等の連携促進に努めるよう規定をいたしました。
医療的ケア児とそのご家庭が地域で安心して暮らせる
よう、区市町村はもとより、都が積極的に支援を行うべ

につきましては、120％支持しており、知事とともに改

きと考えますが、今後の都の取組みを伺います。

革に取組み、改革をなし遂げたいと考えております。

○福祉保健局長

医療的ケア児が地域で適切な支援を

受けながら生活できるよう、都は来年度から、障害児通

高齢者対策について
○大場やすのぶ都議

若年層にとっての子育て環境

の整備や、社会を支える働き盛りの世代が抱える高齢者
介護の問題は、今や不安ではなく、目の前の現実となっ
ています。

6 項目を質問する大場都議
真摯に質問に答える小池知事

人口減少と同時に、超高齢化が進む我が国において、1、
2 歳児保育対策や処遇改善による人材確保対策など、子

ケア児の受け入れの促進を図ってまいります。地域で医
療的ケア児の支援にかかわる関係機関の連絡会を設置す
るほか、人材の育成研修も充実するなど、ケアが必要な
障害児やその家族への支援を積極的に進めてまいります。

待機児童対策について

育てや介護への支援を強化し、仕事と両立できる社会環

○大場やすのぶ都議

境の整備が必要です。

待機児童対策です。働く女性が増加する中、その数は、

小池知事は、東京の福祉保健施策をどのように推進し

党の
い。
新風自民 にご期待下さ
政策

所施設に看護師を配置するモデル事業を実施し、医療的

子育てをめぐる最大の課題は

世田谷区では約 1,200 人、都内でも 8,000 人をはるか

ていくのか、基本的なお考えをお伺いします。

に超える数字に膨らんでおり、焦眉の急を告げる事態に

○小池知事

あります。一刻も早く、多様な保育サービスが提供され

子供を安心して産み育てられるまち、高

齢者が安心して暮らせる社会、障害者が生き生きと暮ら

なければいけません。

せる社会、医療が充実し健康に暮らせるまち、これらを

国の制度改革により、平成 27 年度から、小規模保育

政策の柱に掲げ福祉保健施策の具体的な目標を示したと

や家庭的保育など、少人数の保育サービスが認められる

●大場やすのぶプロフィール

ころです。また、来年度予算案におきましては、保育人

ようになりました。

駒澤大学経済学部商学科卒業。世田谷区議会議員
（5期）、第56代世田谷区議会議長等を歴任。
現在は東京都議会議員（2期）。新風自民党を結成。

材の確保、介護サービス基盤の整備、在宅療養環境の整

私は、賃貸物件を活用した保育所等の整備への都の支

備、障害者の就労や職場定着への支援など、さまざまな

援が待機児童対策に大変有効であると考えますが、所見

施策を盛り込みました。

を伺います。

（裏面へ続く）
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○福祉保健局長

これまで改修費の補助等、賃貸物件

を活用して保育所の整備を行う区市町村や事業者の負担
軽減を実施してきました。
今年度から、国は、公定価格の賃借料加算を実勢に対
応した水準に増額しましたが、都は独自に、公定価格の
対象とならない、改修工事期間等の開設前の賃借料を補
助するほか、昨年 11 月から、緊急対策として、保育所
等の開設後の運営の安定化を支援するため、開設後 5 年
間の賃借料を補助しています。
行政に実効性ある対策を求める大場やすのぶ都議。

介護人材の確保について
○大場やすのぶ都議

都民生活に関する世論調査で
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いじめ対策について
○大場やすのぶ都議

都は先月、いじめ総合対策第二

次を発表しました。その策定過程で明らかになった、学校
におけるこれまでの対策の成果と課題について伺います。

○教育長

子供がいじめについて教職員に相談しやす

い環境づくりが進められました。軽微ないじめも見逃さ
ないようにするために、教職員の研修等を徹底させるこ
と、学校いじめ対策委員会の役割を明確にして、その機
能を強化することの必要性などが明らかになりました。

○大場やすのぶ都議

今後、学校では、いじめ総合

対策第二次に基づき、どのような取組みが行われるのか
お伺いします。

は、２年連続で、都政への要望の第 1 位は、高齢者対策

○教育長

となっています。

で、子供の気になる様子について情報を収集し、複数の

各学校に設置された学校いじめ対策委員会

介 護 離 職 が 年 間 10 万 人 に も 及 ぶ と の 推 計 が あ り、 教職員により、迅速にいじめの有無を確認するなどの取
2025 年には全国で 37 万 7,000 人の介護人材が不足す

組みを実施しています。今後、こうした組織的対応の徹

るともいわれています。介護の担い手を確保することは

底を図っていきます。いじめが確認された場合には、学

喫緊の課題です。その解決に向けて、介護人材確保のた

校は関係する保護者に対して丁寧な説明を行い、共通理

めの積極的な投資が大変重要であり、特に、経験や能力

解を図るとともに、必要に応じて警察や児童相談所等の

が賃金に適切に反映される「キャリアパス」の仕組みの

関係機関と連携し、早期解消を目指します。

促進などにより、介護施設の職員の処遇改善をより一層

○大場やすのぶ都議

進める必要があります。見解を伺います。

とに、確実に「いじめ総合対策」が実施されねばなりま

○福祉保健局長

せん。教育長の認識を伺います。

パスを早急に整備、普及するよう、繰り返し提案要求し

○教育長

ており、国は、来年度から、昇給と結びついたキャリア

ための確認項目や、いじめに対する組織的な対応のあり

アップの仕組みの構築を要件に、月額 1 万円相当の処

方を学ぶための研修プログラム、自己の取組みを点検す

遇改善を実施することとしています。平成 27 年度から、

るためのチェックリストなどを掲載しました。今後、学

都独自にキャリアパスの導入に取組む事業者を支援、来

校が、これらの資料を活用して校内研修やＯＪＴを充実

年度からは、補助期間を 3 年間から最大 5 年間へ延長

させるとともに、年度末に取組みの達成度を検証して課

するなど、介護人材の確保、定着に向けた事業者の取組

題を改善することができるよう、区市町村教育委員会と

みを支援してまいります。

連携し、学校への指導助言を強化してまいります。

平成29年度
東京都予算が

歳入総額6兆9,540億円

平成29年度
都予算の特色

一般会計の予算規模は6兆9,540億円（前年
党の提言が数多く反映されました。安全安心の
まちづくりを進めつつ、効率性や実効性を高め、
都債発行を抑制するなど、将来的な負担にも十
分に配慮した予算編成に全力投球しました。

新たに教職員が子供の様子の変化に気づく

東京都予算 歳入・歳出の状況

決まりました。

比0.8％減）。都税収入が減少する中、新風自民

都は国に対し、介護職員のキャリア

全ての教職員の共通理解のも

歳出総額6兆9,540億円

福祉と保健 1兆2,017億円 （23.7%）

■施策の新陳代謝を促進し、過去最高となる
382 件の新規事業を立ち上げています。

教育と文化 1兆1,073億円 （21.9%）

■特別会計・公営企業会計を含めた全会計の
予算規模は、13 兆 542 億円です。
労働と経済

4,815億円 （9.5%）

一般歳出

生活環境

2,014億円 （4.0%）

5兆642億円
（100%）

都

都政に関するご意見・ご要望を
お寄せください
東京都議会議員

大場やすのぶ事務所

〒154-0011  東京都世田谷区上馬2-1-7-305
TEL：03-5486-6800  FAX：03-3424-4703

税

2,346億円 （3.4%）

国庫支出金

3,854億円 （5.5%）

繰

金

3,807億円 （5.5%）

債

2,983億円 （4.3%）

その他の収入

5,641億円 （8.1%）

都

8,821億円 （17.4%）

警察と消防

8,957億円 （17.7%）

企画・総務

2,945億円 （5.8%）

5兆911億円 （73.2%）

地方譲与税

入

都市の整備

公債費・税連動経費等

1兆8,898億円

