「文書質問」を積極的に活用します。
都議会では、一般質問などを行わない議員は「文書質問」を行

うことができます。一般質問は1人年13分しかありませんので、
こ

小金井から変える 市民が変える

に寄りそう グリーンな東京

漢人あきこが提出した「文書質問」

の制度を積極的に活用していきます。提出した質問趣意書をもと

１ 都市計画道路小金井３・４・１号線及び
小金井３・４・１１号線について

８日前に届きます。定例会初日の本会議で議長が報告、全文が議

２ ゼロエミッション東京戦略2020 Update&Report
について

に担当課と調整を重ね、知事からの答弁書は次の定例会開会の
事録に掲載されます。

第3回定例会では16人の議員が提出しました。漢人あきこは

都議会議員

３ 新型コロナウイルス感染症対策について

7つのテーマで提出。特に、
「 都市計画道路」については、貴重な

４ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の検証
について

都議選小金井市選挙区

５ 区市町村立小中学校出席簿の混合名簿の実施に
ついて

自然環境を破壊する東京都の道路計画の見直しを求めるもので、
で の 争 点となった問 題

６ 練馬城址公園整備について

です。また、
「混合名簿」

７ 西武新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）の連続立体
交差事業について

で は 、都 内 全 校 調 査 の

結果を踏まえて、ジェン
ダー平等・人権尊重のた

都議会れぽーと
2021年 秋号

2021年11月20日発行

都政へのご意見をお寄せください
発行：東京都議会「グリーンな東京」

漢人あきこ始動！

小金井市選出

都議会議員・

◆ 7/4 に当選した第 2 1 期の都議会議員の任期は 7/2 3 からスタート

◆ 8/1 8-2 0コロナ第５波の下で補正予算審議のために第２回臨時会開催。

めに速やかな完全実施

8/28都市計画道路予定地・ムジナ坂にて

COP26 10/31～11/13 in

英グラスゴー

コロナ 禍 で 1 年 延 期され た 国 連 気

候変動枠組条約第26回締約国会議
(COP26)が開催されました。各国の排
出削減目標ではパリ協定で世界がめざ

す気温上昇1.5℃未満には到底届かないことが示されるなか、
各国政府の目標・対策強化が注目されました。岸田首相は参加

はしたものの、1.5℃目標には言及せず、脱石炭火力の要請に

も答えなかったことから、NGOが気候変動に最も後ろ向きな
国に贈る「化石賞」を受賞。恥ずかしいことに日本は化石賞の
常連です。
大都市・首都東京都の責任も問われます。

第1回

グリーンな東京 オープンセミナー

COP26報告と東京都の気候政策
平田さんは今年６月、
「環境部門のノーベル賞」とも称

される「ゴールドマン環境賞」を日本人女性初の受賞。
気候変動に関する国際交渉やエネルギー政策に詳しい

平田さんからCOP26の報告と評価を伺い、東京都の気
候政策「ゼロエミッション東京戦略」を検証します。

12/17 金

漢人あきこは初質問を行い、5 0 0 0 人規模に急増し、深刻化する感染爆
発状況に対応していない補正予算に反対しました。

◆ 9/2 8-1 0/1 3 の第３回定例会では 5 1 件の議案を審議。漢人は「 都立・
公社病院の独立行政法人化 」と「 名誉都民表彰 」の議案に反対しました。

ゲスト：平田仁子さん（気候ネットワーク理事）

◆ 所属となった環境・建設委員会では、気候危機政策を中心に質疑しました。
◆ 小金井の都市計画道路問題など７本の文書質問を提出しました。
2021年 第２回臨時会

8/18-20

本会議で初質問

①「自宅療養」ではなく、病床・宿泊療養施設の大幅拡充を

18:30～20:30

変異株の猛威もオリンピックが感染拡大を招くことも十分に予測できたにもかか

＠阿佐ヶ谷区民センター＆Zoom

わらずオリンピックは開催され、感染状況は「制御不能」、医療提供体制は深刻な「機

（阿佐ヶ谷駅南口2分）

能不全」に陥りました。新型インフルエンザ特別措置法が定める「（都道府県知事は）

参加申込 TEL:042-308-2618
▼

を求めました。

病院など医療機関が不足し、医療の提供に支障が生じた場合、臨時の施設を開設

8/19本会議、
都議会インターネット中継より

して医療を提供しなければならない 」に反すると指摘し、臨時の医療施設設置と宿

世界気候アクション1106

COP26に合わせて、スウェーデンの環境活動家グレタ
さんたちの呼びかけるアクションも世界各地で取り組まれ

グリーンな東京 連絡先 都政へのご意見をお寄せください
小金井（漢人あきこ事務所）

〒184-0004 本町1-9-3-102

TEL&FAX 042-308-2618

バス
ロータリー

都議会控室

11/6新宿スピー
チ会場で都議会
議 員 によるフォ
トアクション。
東京都の気候政
策に積極的に取
り組みます。

議会棟 5階南
〒163-8001 西新宿2-8-1
TEL 03-5320-7280
FAX 03-5388-1910

南口

https://kandoakiko.com/

ふれあい通り

泊療養施設拡充を求めましたが、いずれも拡充するとの答弁はありませんでした。

②コロナ感染拡大防止のため、パラリンピック開催断念を
世論調査でも 6 割が「 自粛ムードが緩ん

→新宿

だ 」としており、オリンピック開催がコロナ
小金井街道

オープン 水・金 14:00～18:00

JR 武蔵小金井駅

交番

ました。11/6には新宿駅南口で各地の気候アクションを
オンラインでつなぎ、10代20代からの石炭火力発電廃止
や気候正義を訴える真摯なスピーチが展開されました。

4

漢人あきこ
かんど

漢人あきこ
事務所

農工大通り

漢人あきこプロフィール
1960静岡県生まれ／1965東京都府中市へ／1980東京学芸大学入
学（85中退）／1983-95小金井市内保育所で保育士／1997-2013
小金井市議4期16年／2021都議選（小金井市選挙区）当選

9/8橋本聖子オリパラ組織委員会会長が
各会派にオリパラ終了のあいさつ。直前の
札幌冬季五輪実現したい発言に対して「お
やめいただきたい」
とお伝えしました。

都議会報告会
12/4 土

ンピック開催と子どもたちの観戦推進では、

＠漢人あきこ事務所＆ Zoom

1 0:0 0 ～ 1 2:0 0

アクセルとブレーキを同時に踏むようなも

武蔵小金井駅南口 3 分

請することこそが、感染拡大抑制の効果あ

第 3 回定例会を中心に当選から

の。パラリンピック断念と併せて自粛を要

武蔵小金井駅南口3分

初めての

感染拡大の大きな要因の一つです。人流

抑制のために自粛を要請する一方でパラリ

美容院
レゼールの奥

漢人あきこの

るメッセージとなると求めましたが、小池知

事からは、安全・安心な運営により開催す

るとの答弁でした。

→裏表紙参照

5カ月の都議会初体験を報告します。
ご参加ください。

1

2021年 第３回定例会

9/7 小池知事に「９月 1 3 日以降の補正予算について臨時議会の招集を

議会内で行動を共にするグループ
漢人はひとり会派「グリーンな東京」です。

ワーク、グリーンな東京の５会派で共同提出。緊急事態宣言延長による補

正予算は地方自治法に則り専決処分しないことを求めましたが、臨時会は
招集されず、定例会での事後承認となりました。

自民党

第３回定例会では、知事から 4 7 件、議員から 4 件の議案が提出され、

賛否が分かれたのは 1 1 件、漢人が反対したのは 5 件です。

夏の第５波に相当する規模を想定した３月までの予算が見

込まれていることを評価。全会一致で可決しました。

都立・公社病院の独立行政法人化に反対

定款と関連議案の２件が提案され大きな焦点となりました

が、多くの疑問や反対の声にもかかわらず賛成多数で可決さ
れてしまいました。
コロナ禍によって公的医療の果たすべき役
割がいっそう強く求められているなかで、
また、その渦中で尽

力する医療従事者の待遇や身分を大きく変える可能性のある
独法化をすすめるべきではありません。問題点や疑問に真摯

都議会開会告知ポスター

無免許運転で書類送検された木下ふみ子議員への
辞職勧告決議に賛成

臨時会に続き２回目、本人以外の全議員が提案議員となっ

て可決しました。その後、議長から召喚状や出席要請などを送
付。11/9に当選後初めて登庁し辞職の意志はないと表明され

ました。木下議員には、自ら説明責任を果たし、辞職勧告決議
を真摯に受け止めた対応を求めます。

条例の改正は、選挙で選出された議員の身分について恣意的

最終日に提案されました。退任される副知事はまだ４年任

期の途中でもあり唐突な提案です。副知事４人全員男性のま

まです。知事の人事権を尊重して賛成しましたが、今後の改善
を強く求めます。

児童育成手当に関する条例の一部を改正する条例に賛成

コロナ禍で深刻化するひとり親世帯の貧困改善のため、

2,000円引き上げ月額15,500円とする改正を共産党と共同
提案しましたが、
他会派の反対で否決となりました。

都民ファースト
公明党

日本共産党

人数

女性数

33

（4）

23

（3）

15

（4）

31 （11）
19 （14）

立憲民主党

無所属／東京みらい
無所属／東京維新
無所属／SDGs

無所属／自由を守る会

無所属／グリーンな東京

無所属／生活者ネット

木下議員の状況を受けて、議員が会議等を欠席した場合に

東京都名誉都民の選任同意に反対

副知事２名の選任同意に賛成

派

1
1
1

1

1

1

（1）
（1）

（1）

（1）

（1）

委員会
常任委員会

●議員は必ず一つに所属します。

「君」
と
「さん」

総務委員会
財政委員会
文教委員会
都市整備委員会
厚生委員会
経済・港湾委員会
環境・建設委員会 ← 漢人はココ
公営企業委員会
警察・消防委員会

小金井市議会は20年く
らい前から議場での呼名

も議事録も「○○議員」
ですが、都議会では、い
まだに 議 場 では 男 性は

「○○君」、女性は「○○
さん」で、議事録では全員
「○○君」。ジェンダー平

議会運営委員会

等にもLGBTQへの配慮
にも欠け、とても違和感
があります。国会もいまだ

特別委員会

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会
オリンピック・パラリンピック特別委員会
各会計決算特別委員会
公営企業会計決算特別委員会

に「君」なんですよね～。

「都議会のあり方検討会」設置

報酬を支給停止・削減する条例改正が議員提案され、
この検

のものへの疑問から3件に反対しました。

会

※

※女性比率32%、
都道府県議会全国トップ

に向き合い、
拙速に進めることのないよう強く求めます。

特定の個人を都民敬愛の対象として顕彰するという制度そ

議会運営委員会に無所属会派も参加できるようにするなど議会改革を求めています。

会派

求める申し入れ 」を、共産党、立憲民主党、自由を守る会、生活者ネット

新型コロナ感染症対策を主とする補正予算に賛成

少数意見も反映され、
より開かれた活発な議会となるよう、

都議会アレコレ

9/28-10/13

討を含めて「都議会のあり方検討会」が設置されました。報酬

運用も危惧されるため賛成できません。慎重な検討を要します。

「都議会のあり方検討会」は無所属会派が構成員から外され

大変残念です。少数意見も反映され、
より開かれた活発な議会

となる協議を期待します。

パートナーシップ制度の早期導入を

代表質問では各会派がパートナーシップ制度の導入準備

状況を質し、当事者の実態調査や導入方法の検討などを進め

るとの答弁がありましたが、

委員会

環境・建設委員になりました

9/12

第４回定例会に条例改正を提

9/22 「小中学校の出席簿を混合名簿100％

務制度の見直し」の方向性が報告され

に！」要望書を知事と教育長に提出
ゼロエミッション東京戦略
2020 Update & Report

ルギーの大幅拡大」
「水素は2030

を含む130自治体で導入

年CO2削減には間に合わない」

されています（10/1現在）。

早期にスタートすべきです。 10/10小金井市パートナーシップ宣
誓制度スタート1周年イベントを開催

都立武蔵野公園を管理する西武・武蔵

野パートナーズとの面談に参加

案予定の「低公害・低燃費車の導入義

事務事業質疑＜環境局＞

「ゼロエミッション東京戦略」
レクチャー：

松原弘直さん（環境エネルギー政策研究所）

道路行政について取り組みます。

「省エネの強化を」
「再生可能エネ

した。すでに全国で５府県

9/7

井市の都市計画道路問題を中心に都の

11/9

導入時期は示されませんで

いての要望書を知事に提出

都の気候危機対策について、
そして小金

ました。

ピックアップ

8/30 「関東大震災における朝鮮人虐殺」につ

「ゼロエミッション東京戦略」をベースに

10/8

活動レポート

➡都内全区市町村立の小中学校の調査を実施。
小学校84校（6.9％）、
中学校231校（39.3%）が

「男子が先の男女別名簿」を使用していること
がわかりました。

9/26 「玉川上水の管理計画について考える

「電気自動車の導入促進」を質問。

シンポジウム」に参加

を含む）への再エネ導入率義務付

道と調布陥没事故に

高い事業者の拡大を誘導する仕

外環ネットのみなさん

大規模電気供給事業者（東京電力

けを求めたら、
「再エネ利用率の

組みなど検討中」との答弁があり 11/9委員会で質問
ました。大いに期待したいです。
11/18

事務事業質疑＜建設局＞

小金井市の「はけと野川を壊す都市計画道路」、昨年、調布市で

11/4

「東京外環

ついて」レクチャー：
11/12 「 練 馬 城 址
公園整備事業」
「西

武新宿線連立交差事
業」陳情の現地視察

陥没事故が発生した「東京外環自動車道」など。
9/7小池知事への臨時議会招集の申し入れを5会派で武市副知事に提出
2

都議会本会議場

漢人は９番

最前列中央

➡報告はHP、SNSをご覧ください。

＊事務事業質疑は局所管の事業について何でも質問できます

9/26シンポジウムのチラシ
3

