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会派 創 [sow] は
（ふみのみやこ）

次代の文の京を創ります！
私たち会派創[sow]は、
新しい時代に合った
創造性豊かな政策を議会で提案しています。
読み方
「sow=そう」は「種を蒔く」という
意味で、私たちの提案する政策が芽を出し、
葉を大きく広げ、実を結ぶ樹木になって、
文京区の暮らしをさらに豊かにしていきたい

学校給食費を無料にしよう！

新型コロナウイルス感染症対策

学校給食は、
教育の一環として
「食育」を推進します。
● 教員の給食費の集金事務を
なくす「働き方改革」

休校中の子どもの居場所に、
教室と校庭の開放を要請しました。
● 区内中小企業へ緊急融資を要望
限度額1,000 万円（低金利）実現

●

●

環境にやさしい暮らしと
バリアフリーの街づくり
脱！プラスチック、
使い捨てプラごみを削減
● 誰もが安心して移動が可能
なＢ−ぐる路線拡大
( 早期４路線に）
●

団塊世代が75歳以上
になる 2025 年に向けて

創 [sow]
の
主な主張

特別養護老人ホーム
の増設（待機者ゼロ）
● 元気高齢者を増やすフレイ
ル予防や地域包括ケアシス
テムの構築
●

という思いが込められています。
私たち３人の議員は、
それぞれ研鑽を積み、
区民の皆様の願いを形にし、
区政に反映する
ための資質の向上に努めてまいります。

実現！新年度予算に！
◇「パートナーシップ宣誓」受領証交付
◇ Ｂ−ぐる第３路線（本郷・湯島）計画
◇ オーラルフレイル（口腔機能の機能低下）予防
◇ 保育園における「医療的ケア児」の受け入れ拡大
◇ 都立駒込病院での「病児・病後児保育」
春日・後楽園駅前再開発にも計画
◇「特別支援学級」第八中学校内に 4 月に新設

子育て政策 No.1 を目ざして

◇「８０５０問題」の一元的な窓口設置

区立保育園や認定こども園全てで0歳児保育を
●
「待機児童ゼロ」に向け、保育ニーズ量の保育園を
● 園庭のない保育園対策や子どもの遊び場の増設
●

◇ 建築紛争の予防に対する業務改善
◇「音羽パークロード 600」の公園再整備、
まずは（ヘルスゾーン）の改修計画
◇ 台風などの水害対策の強化
◇ 子どもたちに東京 2020 オリンピック・
パラリンピック大会の観戦（幼保・小中生）

子ども達に遊び場を

新特別養護老人ホーム（春日2丁目）

みなさんの声を政治に届けています
会派で

意見書（案）を提出しました！

9 月定例議会

海洋プラスチックごみ削減の実効性ある施策と４R の推進を求める意見書（案）

11 月定例議会

軽減税率の見直しを求める意見書（案）

11 月定例議会

海洋プラスチックごみ削減の実効性ある施策を求める意見書（案）

11 月定例議会

抗インフルエンザ薬ゾフルーザの慎重な処方を求める意見書 ( 案 )

２月定例議会

ゲノム編集食品の安全性を確保する施策を求める意見書（案）

２月定例議会

学校給食費の無償化を求める意見書（案）

議会では意見がまとまりませんでした、残念！
会派で

請願の紹介議員になりました！

6 月定例議会
11 月定例議会

建築紛争の予防と調整に関する請願 不採択
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願 採択

9 月定例議会

文京区議会インターネット議会中継に関する請願 不採択

2 月定例議会

種苗法改正に関する請願 不採択

バリアフリー点検ツアー

ご案内

最新の区内バリアフリー改修済みの現場と
改修が必要な場所を一緒に巡りましょう！
視察場所
後楽園駅周辺、茗荷谷駅周辺
区立第一中学校・久堅保育園前区道

開催日時

2020 年

5 月16 日 ( 土 ) 午前 10 時〜
※雨天延期、予備日 5 月中に

集合場所

シビックセンター１階ロビー
[ 歩きやすい服装で ]

５月１５日１８時までに、下記メールアド
レスに以下の内容をお送りください。
件名：バリアフリーツアー
内容：参加者のお名前、代表者電話番号
MAIL

bunkyo-sow@outlook.jp

会派

[ そう ]

は、令和 2 年度当初予算に賛成しました！

新年度の一般会計予算規模は1,112 億 7千万円！文京区史上最大を3 年連続更新！
要望事項

４会計予算に賛成しました！
1

一般会計予算

2

国民健康保険特別会計予算

3

介護保険特別会計予算

4

後期高齢者特別会計予算

●災害時の計画運休は、交通機関と連携した広報を。
●避難行動要支援者に対応する避難訓練を。

●シビックセンターから後楽園駅まで、横断歩道を渡らず

●小石川図書館の建替えは、竹早公園の

入場できる、ペデストリアンデッキの設置を。
●シビックセンターから区民センターまでのバリアフリー
地下通路やエレベーターの設置を。
●シビックセンターの3階まで、エスカレーターの整備を。
●区内中小企業への新型コロナウイルス対策

歩道幅の狭い巻石通り

●定期駐輪場料金の見直し、適正化、一時駐輪場の増設。
●茗台中西側道路占用地を子ども
たちの遊び場に。区内の公園の拡充。
●巻石通り無電柱化工事の短縮。
●ジェンダー平等の環境整備と
男女平等推進計画の数値目標の再設定。

4 ペットの同行避難のニーズ調査と
地域との理解共有を
ペット同行避難に対応した避難所運営ガイ
ドラインの改正や訓練実施、飼い主への避難
方法の周知が行えるよう調査を含めた対策
を要望した。
5 人口増に対応した子どもの遊び場や
公園増を
ICTを活用した学校
施設の利用調整等、
近隣の子どもたちが
使えるようなしくみ
の構築と緑の基本計
画への公園面積等の具体的な数値目標の設
定を要望した。

サポートメニューの整備。
●歯科医師会等と連携した重点的
オーラルフレイル予防を。
●茗荷谷周辺に病児・病後児保育の新設を。
●バリアフリーマップの作成。
●医療費適正化により国保険料の軽減を。
●積立金を活用した介護保険料の軽減を。

宮崎こうき

令和元年６月本会議一般質問

3 竹早公園との一体的な整備による
小石川図書館の機能向上を
エレベーター設置によるバリアフリー対応だ
けでなく、学習やミーティング等のための閲覧
室の拡充、文化芸術等の表現活動の場の確保
を要望した。

●各避難所のペット同行避難ルール作り。

● 8050 問題は安心できる相談窓口と

●区立こども園に０歳児保育を加える。

2 人口増に合わせた学校施設の整備や
学区域弾力化等の対策を
急激な児童人口増を勘案した建物規模等、
学校改築計画等を練り直し、順次、児童生徒
数の増加に耐えられるよう調整を要望した。

アラフォークライシス、7040 問題等への取り組み。

●区民施設のカラオケ機器は、新機種更新に。

●B−ぐる第４路線の早期実現。

1 新設私立園への園庭設置要請と
園児の移動時の安全確保を
文京区では園庭のない保育園の割合が６割と
高い。シルバー人材センターとの連携や各種
補助事業の活用による人員拡充を要望した。

●就職氷河期世代の積極採用や

●神田川新宿区側の水害時垂直避難の協定協議の推進。

緊急資金の返済への配慮。

上田ゆきこ

再整備と合わせた計画を。

品田ひでこ

令和元年 11 月本会議一般質問

1 江戸川橋まで
都電荒川線の延伸を
江戸川橋まで延伸して交通
アクセスの利便性向上を。
巣鴨、江戸川橋の２つのお
地蔵様を繋げる検討を要望
する。

宮崎区議は、
毎朝通学の小学生に
スクールガード

2 台風・水害時は
スムーズな連携・対応を
台風19号時の避難所での意見や要望の分
析。水害時の文京区と地下鉄事業者とのス
ムーズな連携と対応を再検討すること。
3 地球温暖化対策「気候非常事態宣言」を
SDGｓの「気候変動に具体的な対策」に
おいても積極的に取組むべきと
考え「気候非常事態宣言」の
検討を要望した。
4 ゲノム編集食品について
国による安全性の審査も表示義務もなく、
消費者の選ぶ権利の侵害に繋がる等の問題
に今後区も慎重に対応していくことを要望
した。
抗インフルエンザ薬ゾフルーザの
慎重な処方を
｢おくすり手帳｣の記
入改善の提案。
12歳未満に対する
「抗インフルエンザ
薬ゾフルーザ」の慎
重な処方の声掛けや
啓発を要望した。
5

[ そう ]

令和２年２月本会議一般質問

1 後楽園駅からシビックセンターへ
ペデストリアンデッキを架ける
シビック建設時に除外された後楽園駅から
シビックを結ぶ「ペデストリアンデッキ」
計画の復活を強く要望した。横断歩道を渡
らずにバリアフリーで入場できる。
2 区民センターとシビックセンターを
地下通路で繋ぎ移動が可能に
シビックから区民センターへの移動は、都
営線の協力を得てバリアフリーに。地下通
路やエレベーターの設置を求めた。
3

区民聖火リレーと記念のレガシーを
みんなでつくる
聖火リレーの応援に区民も関わる。
記念樹を植
えてレガシーに。
子ども達が大会の感想や未来
への手紙をタイムカプセルに。またモニュメン
トを公募し資金はクラウドファンディングで。
4 文京槐の会「はーとピア」の改修を
大塚「はーとピア」は築30年、バリアフ
リー義務付けの障害者施設なのに基準を満
たしてない。早期に区の改修支援を。
5

脱プラスチック！使い捨てプラ禁止
区民にマイバックやマイボトル持参の啓発
強化を。7月からのレジ袋有料化への区内業
者へ周知と実効性を高める対策を。

