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お年寄りや、障がい者、子ども
の暮らしを支えるしくみが大き
く変わる中、心配をしている人
や、誰にも相談できない人が
増えています。そうした中で、
国会の状況や政党の都合より
も、中野区で暮らす人の生活や
ひとりひとりの幸せを大切に
する、政党に入っていない無所
属の区議会議員が必要です。
無所属議員の中でも、石坂わ
たるはLGBTとして、日常生活
の大変さや不便を感じてきた
経験があります。また、障がい
者、外国人や様々な困りごとを
抱えている人やその家族の生
活をサポートしたり、中野が
もっと住みやすくなるように、
そうした人たちと一緒に頑
張ったりしてきました。

一般質問

石坂 バス減便やスーパー閉店などで困っている高齢
者や障がい者に対し、自宅と公共施設・医療機関・商
店等を結ぶ送迎バスやオンデマンド交通などの交通
の対策や、移動販売や商店街で購入した商品の配達
など、文化的な生活の保障が
必要ではないですか。
都市基盤部長 どのようなサー
ビスが可能か検討をします。

石坂 区が行なう説明会資料等で、誰にとっても見やす
く、分かりやすいもの、あるいはやさしい日本語のも
のを用意すべきではないですか。また、広報や窓口対
応について区職員のユニバーサルデザイン研修を行な
うべきではないですか。
区長 徹底を図ります。

石坂 中野区職員の身だしなみガイドラインの服装の
例示をする際に「男性」「女性」と場合分けを辞める
べきではないですか。
区長 広報物等の性別記述の見直しも含めて進めます。

総括質疑

石坂 昔の武蔵野の雑木林を意識した緑化で、生物に与
える効果はどうですか。
回答 生物多様性に効果があると思います。
石坂 広場の隅でのススキ等の捕植で昆虫や鳥の増加が
見込めます。また、地面に日が差しづらい場所の高木の
間を広げ、ガマズミやウツギなど落葉広葉低木を植え
ると、どんな効果がありますか？
回答 林床植物が増し、生物多様性が増すと考えます。
石坂 池のブルーギルやザリガニを排除し、水生植物を
移植する効果はどうですか？
回答 ヤゴなどの水生生物の隠れ場所となり、トンボも
増えると予想されます。
石坂 既存の動植物の除却や、粗放的管理が利用者に良
くない印象を与える場合があります。意図を伝え、動植
物の観察会や、体験型の講座を行ってはどうですか。
回答 地域の理解を得るため、今後検討していきたい。

石坂 医療的ケア児の協議会立上げの進捗や成人後の支
援はどうですか。
回答 協議会の準備を進め、成人後についても検討します。
石坂 災害時に医療的ケア児や障がい者用の二次避難
所を使う当事者と共に発電機など必要な備蓄を検討
してはどうですか。
回答 要望を聞き、検討したいと思います。

建設委員会／予算委員会建設分科会

例外を認めつつ、原則は連帯保証人を必要としてき
た区営住宅について、身寄りのない人が民間の保障
会社も使えるように求めました。

公園清掃の一括契約による効率化を求める他議員
の発言もある中、高齢者団体や障がい者施設が受
託している現状のしくみの維持を求めました。

少子高齢化対策調査特別委員会

子どもの多い世帯への支援について、他自治体の制
度でどういう効果が出ているのかを比較検討するよ
うに求めました。

所得水準が一定以上で、経済的な支援が必要がな
い場合にも子育て支援のサービスを必要としてい
る場合が多いことを指摘。調査を求めました。

そして、自分と違う考え方の区
議会議員とも話し合ったり、
助け合ったり、協力し合ったり
して、すこしずつ中野がよくな
るようにしくみづくりをしてき
ました。

中野区議会議員の中に、養護
学校の教諭（先生）をした経
験がある議員、福祉の国家資
格を持つ議員は石坂わたるし
かいません。
私は、みんなが自分らしく生
きられる中野区にすることを
大切に考えています。
33万人の区民が、将来に希
望が持てる中野を一緒に作っ
ていきましょう。
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実現します !

お年寄りや障がい者や子育て中の人が急
に困ったときに支えるしくみがより良くな
りました。

パラリンピック種目の練習や障がい者ス
ポーツにも使える新しい体育館を作る工
事が始まりました。

男同士、女同士のカップルで、一緒に暮らす
ことの不便や困りごとを少しずつ減らし、
同性パートナーシップ制度もはじめました。

身のまわりのことについて手助けが必要
であったり、今後介護が必要になるかも
しれない方の支援や、認知症の人へサ
ポートをします。
ハラスメント（職場でのいじめや嫌がらせ
など）でのいじめで傷つけられた人や、生
活をしていくためのお金が足りない人な
どへの支援をします。
年を取ってからも働きたい人や、正式な社員
や職員として働きたい若者の支援をします。

石坂わたるの議会質問

移動弱者や買物弱者の支援の拡充！

服装ガイドラインを見直すべき

区民目線の分かりやすさを追求すべき

子どもが多い世帯に対して、
より効果的なサービスの検討が必要！

父子世帯に多い、所得が一定以上の
ひとり親家庭の調査を求める！

生物多様性を推進！

医療的ケア児等の生命を守る！

働きたい高齢者や障がい者に仕事を作る！

身寄りのない人に安心できる住まいを！

たつのこ通信とは
中野区議会議員石坂わたるの政治活動報告や住みやすい中野区を実現するためのモットー（考え方）をまとめた紹介紙
です。年4回の発行。郵送のご希望をされる方はEメール、FAX、電話（不在時は留守番電話をご利用ください）などにて
お知らせいただけましたら幸いです。また議会質問の日程やイベント予定などはメールニュースで配信しています。

編集・発行：共生中野 〒164-0014 中野区南台 2-51-7-305  TEL&FAX：03-6304-8758 【中野区議会】 〒164-8501 東京都中野区中野 4-8-1  TEL：03-3228-8874（無所属控室）

http://www.ishizakawataru.jp wishizaka@ishizakawataru.jp @ishizakawataru
03-6304-8758TEL&FAXお問い合わせ



障がい者が一時的に急な理由で泊ま
ることができる施設をなくす案が出
されました。
代わりとなる施設での受け入れ準備
が遅れているまま施設をなくすのは
おかしいと石坂は反対。施設の廃止

案は否決され施設は存続することになりました。（施設
廃止への賛成は立憲民主、共産党）

区行政の取組みを後押し！
区議会で、ユニバーサルデザインやバリアフリーについての
質問をし、
1.建物や道路などのハード面のバリアフリー。
2.分かりやすい情報提供や標識などのソフト面のユニ
バーサルデザイン。
3.差別や偏見をなくすための心のバリアフリー。
などを何度も主張してきました。
それらの多くが「中野区ユニバーサルデザイン推進条
例」にも盛り込まれ、2018年春の区議会でこの条例が
全会一致で決まりました。

平和の森小学校建設予定地に昔
の中野刑務所のレンガ造りの正
門が残っています。これは歴史的
にも建築学的にも価値がありま
す。校舎と正門跡が共存する学

校をつくる区行政の考え方に石坂も賛成をしています。
そのため、一部の区民から出された門の取壊しや撤去を
求める案に2018年年末の議会で石坂は反対。反対多
数で否決されました。（撤去等への賛成は自民党、都
ファースト・無所属の会）

区行政の取り組みをチェック
区立平和の森公園について、「草地広場に300ｍトラッ
クなどをつくる予定を取りやめるけれども、広場を全面
掘り返して発泡スチロールを地下に埋める工事は予定通
りに行なう」案が出されましたが、必要性の低い無駄な
工事のように思えました。また、区の職員からは不十分
な説明や、正確性が疑わしい発言が度々されました。さ
らに、最終的な議案提出が2019年春の定例議会最終日
だったため、それ以上の質問や修正案の提出も難しく、
「地下部分の検討が不十分な案に対して、賛成・反対を
決める状況にない」と判断。私は席を蹴って退場しまし
た。（退席は石坂1人のみ。議会全体での結果は否決と
なりました）縦割り行政をなくし、区長のリーダーシップを発揮しや

すく、全庁的に地域福祉や地域経済・まちづくりの課題
に取り組むために作られた経営本部を廃止し、縦割りが
強化されかねない組織の変更について疑問を感じ、
2018年年末の議会に出された案にただ一人、反対をし
ました。

2019年度予算が決定しました
・中学校で発達障がいの生徒のための特別支援教室の
整備と巡回指導が始まること。
・学校の図書館（図書室）機能の充実や、学校図書館を
地域に開放するために必要な、区立図書館と学校図書
館の検索システムなどがつながるようになること。
・中野駅周辺のユニバーサルデザイン・バリアフリー化
が今後もきちんと進められていくこと。

石坂わたるへの Q&A
春・夏・秋・冬の年4回の定例会が終わると、
1.活動報告「たつのこ通信」を作って配布をしたり、いろ
いろな行事や集まりに参加をします。
2.区民の方から意見や要望を聞いたり、現場に足を運び
ます。
3.調査をしたり、区役所の職員とのやり取りして解決方
法を考えます。
4.政策提案も含めた議会での質問を作文します。
5.定例議会で質問をします。
こういうサイクルで活動をしています。

私はマイノリティではないので、
石坂さんと関係ないような気がするのですけど。
自分や家族の突然の事故・病気や失業、災害、そして歳
を取ることによる体力の低下などで、誰もがマイノリティ
になる可能性を抱えています。誰もがつまずいた時に支
えてもらえる社会を作っていくことが必要です。マイノリ
ティが生きやすい社会は、結果的に誰にとっても生きや
すい社会になります。

様々な方から、区道などの道路の陥没、収集場所のゴミ
が通行の妨げになっている、区の職員から分かりやすい
説明をしてもらえなかった、なかなか予約が取れないの
でHIVの抗体検査を増やしてほしい、高齢者や同性カッ
プルが部屋が借りられないなどの相談を受けます。
面会をして相談内容や状況についてお話を伺い、情報を
整理して担当職員に繋ぐようにしています。

福祉によって、経済が弱くなったり、
財政悪化が起こるのではありませんか。
福祉の担い手は行政ばかりではありません。私たちは
NPO、社会的な起業家、ボランティアを行なう団体や個
人などの活躍しやすい地域を作ることができます。また、
セーフティーネットによって、失敗を恐れずに安心して頑張
ることができる社会や、貯金をため込みすぎずに適度に
文化的な消費生活を送れる社会にできます。また、我慢し
すぎずに気軽に相談ができる場を増やし、状況を持ち直
したり、立ち直れる人を増やしたり、それによって支えられ
る側だった人を支える側にすることができます。

石坂さんは与党・野党？／右派・左派？
国の総理大臣と違って、区は区長も区議会議員も、区民
が直接選挙で選びます。区長を応援したかどうかに関わ
らず、議会は区長や区の職員の仕事をきちんとチェック
することが必要です。私は党利党略と関係のない無所属
の立場にいます。
また、石坂は、金太郎あめ型の平等を否定し、効率的で
効果的な方法を主張することから右派とみられたり、高
福祉や多様な存在の平等を主張することから左派とみ
られたりします。私自身は自由と社会的公正、多様性と
進歩をバランスよく重んじ、党派を超えた合意作りや取
り組みが重要だと考えています。
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幼稚園入園前後から「みんなとどこか違う」と、石を投げら
れる、仲間外れにされるなどのいじめを受け、登園拒否を
経験しました。中学時代は、自分の性的指向への罪悪感を
拭い去るため、生徒会活動やボランティア活動（校内ユニ
セフ活動や障がい者ボランティア）に打ち込みました。高
校在学中に両親・親戚や親しい友人にカミングアウトを
し、新たな関係性を築きました。
大学は成蹊大学（経済学科）、千葉大学専攻科（発達障害
教育専攻）、立教大学大学院（修士《社会デザイン学》）に進
学し、一貫して、様々な子どもの福祉や教育環境の向上、
社会における多様性や合意形成について学びました。
旭出学園の養護学校教諭在職後、2007年の中野区議会
議員選挙に立候補、惜敗。落選中は非正規雇用で、中野区
立第七中学校・第十中学校障がい児介助員、中野区役所
外国人登録担当、豊島区立教育センター特別支援教育巡
回指導員、東京障害者職業能力開発校実務作業科・東京
福祉専門学校児童福祉科・横浜こども専門学校保育科の
非常勤講師など、障がい児・者や外国人と接する仕事を
してきました。また、仕事の合間を縫って、中野区社会福祉
協議会スマイル福祉カレッジ講師、すまいる福祉まつり実
行委員（事務局長）、コープとうきょう（現・コープみらい）
組合員の総代などをしてきました。

幼稚園入園前後から「みんなとどこか違う」と、石を投げら
れる、仲間外れにされるなどのいじめを受け、登園拒否を
経験しました。中学時代は、自分の性的指向への罪悪感を
拭い去るため、生徒会活動やボランティア活動（校内ユニ
セフ活動や障がい者ボランティア）に打ち込みました。高
校在学中に両親・親戚や親しい友人にカミングアウトを
し、新たな関係性を築きました。
大学は成蹊大学（経済学科）、千葉大学専攻科（発達障害
教育専攻）、立教大学大学院（修士《社会デザイン学》）に進
学し、一貫して、様々な子どもの福祉や教育環境の向上、
社会における多様性や合意形成について学びました。
旭出学園の養護学校教諭在職後、2007年の中野区議会
議員選挙に立候補、惜敗。落選中は非正規雇用で、中野区
立第七中学校・第十中学校障がい児介助員、中野区役所
外国人登録担当、豊島区立教育センター特別支援教育巡
回指導員、東京障害者職業能力開発校実務作業科・東京
福祉専門学校児童福祉科・横浜こども専門学校保育科の
非常勤講師など、障がい児・者や外国人と接する仕事を
してきました。また、仕事の合間を縫って、中野区社会福祉
協議会スマイル福祉カレッジ講師、すまいる福祉まつり実
行委員（事務局長）、コープとうきょう（現・コープみらい）
組合員の総代などをしてきました。

2011 年の中野区議会議員選挙で当選（現在２期目）。
すこやか福祉センターの機能の拡充や住民同士の見守
り・支えあいのしくみの強化など、一時的なバラマキ
ではない持続可能な福祉施策の拡充、区立施設のガラ
スの耐震化や災害時電源ステーションの整備など全て
の人の安全を高める防災対策、住替え支援事業の対象
拡大や同性パートナーシップ制度や誰でもトイレの拡
充など様々な人が安心して暮らせるユニバーサルデザ
インの推進に取り組んできました。
また、議会外では、東京若手議員の会に参加をしたり
（前代表代行）、LGBT 自治体議員連盟（現在世話人）の
立上げに関わりました。そして、複数の自治体の超党派
の区議会議員等で都知事への児童虐待防止についての
提言書の提出、政治から差別発言をなくすための国会
内での対話集会を様々な社会的マイノリティの当事者
や与野党を超えた国会議員が参加をする形で開催する
などしてきました。
なお、資格として教員免許（養護学校教諭、小学校教諭
等）のほかに、保育士、精神保健福祉士、ホームヘル
パー、行政書士、防災士などを所有し、障がい者の成年
後見や、NPO 法人の立上げ支援、ひとり親家庭のイベ
ントなどにも関わってきました。

2011 年の中野区議会議員選挙で当選（現在２期目）。
すこやか福祉センターの機能の拡充や住民同士の見守
り・支えあいのしくみの強化など、一時的なバラマキ
ではない持続可能な福祉施策の拡充、区立施設のガラ
スの耐震化や災害時電源ステーションの整備など全て
の人の安全を高める防災対策、住替え支援事業の対象
拡大や同性パートナーシップ制度や誰でもトイレの拡
充など様々な人が安心して暮らせるユニバーサルデザ
インの推進に取り組んできました。
また、議会外では、東京若手議員の会に参加をしたり
（前代表代行）、LGBT 自治体議員連盟（現在世話人）の
立上げに関わりました。そして、複数の自治体の超党派
の区議会議員等で都知事への児童虐待防止についての
提言書の提出、政治から差別発言をなくすための国会
内での対話集会を様々な社会的マイノリティの当事者
や与野党を超えた国会議員が参加をする形で開催する
などしてきました。
なお、資格として教員免許（養護学校教諭、小学校教諭
等）のほかに、保育士、精神保健福祉士、ホームヘル
パー、行政書士、防災士などを所有し、障がい者の成年
後見や、NPO 法人の立上げ支援、ひとり親家庭のイベ
ントなどにも関わってきました。

・前区長は経費削減で区長車を廃止して以降、区長は自
転車、徒歩で登庁、遠隔地にはタクシーなどで移動をし
ていましたが、2019年に1150万円をかけて区長車を
復活させること。
・クルトン中野や都市観光施策の効果検証が不十分な
まま、中野大好きナカノさんを用いたシティプロモー
ション事業に7千万円以上が計上されていること。
・東京都の「包括補助」を使えば、人工呼吸器使用者の
ための災害時用発電機の購入・配布ができるはずなの
に、検討もされなかった様子であること。

一人一人が大切にされる“まちづくり”をすすめました！ 歴史や文化を守りました！

障がい者が行き場をなくす施設廃止をストップ！ 不要な工事に待った‼

縦割り行政に反対！

評価していること 問題があり、評価できないこと。

議会がない時期は何をしているの？

自由と社会的
公正、

多様性と進
歩を

バランスよ
く

重んじます
！

自由と社会的
公正、

多様性と進
歩を

バランスよ
く

重んじます
！

区議会議員にはどんな相談が来るの？

当選前 当選後

事務局長などを務めました。 障がい者のボランティアで参加しました。

LGBT自治体議連を立ち
上げました。

区内各駅で活動報告を配布。

稲葉剛さん、川口有美子さん、熊谷晋一郎さんたちと超党派の
院内対話集会を実現。
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