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私は、区議になってからの 2 期 8 年間、地域をくまなく歩き、
皆さんの切実な声を伺ってきました。

江口じゅん子プロフィール
1975 年目黒区生まれ。都立
桜町高校卒、都立荏原看護専

安心して暮らし続け、そして年をとりたい―。
この願いの実現のため、地域の方々と共に、子育て・介護・精
神障害者福祉の充実、更に環八千歳台交差点のバリアフリーや砧・
大蔵地域のミニバスの要求実現、そして外環道・52 号線計画反対
の運動等々取り組んできました。
一方で、声を出したくても出来ない、先が見えない不安の中で
暮らしている方が沢山いることを目の当たりにしてきました。
ひとを大切にする温かい政治と行政の支援を必要とする方が沢
山います。私はこれからもこうした声を区政に届け、皆さんと力
を合わせ、
『ひとにやさしい世田谷』をさらに前に進めていきます。

門学校卒。

都立松沢病院で、看護師とし
て 12 年間勤務。

2011 年 区 議 会 議 員 初 当 選。
現在、区議会福祉保健常任委
員、公共交通機関対策等特別
委員会委員。

家族は夫、長男（保育園児）。
日々の活動をホームページや
Facebook に 掲 載 し て い ま す。
ぜひご覧ください。

皆様のご支援で、再び区政へ送り出してください。
江口
世田谷区民新聞
2019 年春号外

区議会議員２期８年 地域の皆さんとともに
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皆さんとともに、
ひとにやさしく、
温かい世田谷を

保坂区長と区議団は力を合わせ、ひとにやさしい区政を進めます

この 4 年間、各分野の多くの方々と出会い、その姿勢・行動に学び、そして共同してきました。皆さ
んと力を合わせ実現したこと、そしてこれからのお約束をお話しします。

子育て・保育
私は第 1 子出産後、産後うつを経験しました。産前・産後の子育て
支援の必要性を実感し、その充実を求めてきました。その後、子ども
が待機児童となり、この間、多くのママ・パパや保育関係者と「待機
児解消！保育の質を守れ !」と求め続けてきました。引き続き、全力
で取り組みます。
実現（2015 年度〜 2018 年度まで。一部、見込み含む）
ママ・パパと「憲法カフェ」を実施
・産後ケアを受けられるベッド数の拡充（11 室→ 15 室へ）
。
・世田谷版ネウボラの実現。
・認可保育所 76 箇所 5022 人分を増設。病児保育所 2 か所 18 人分を増設。
・保育の質を守るため、区独自の保育士等へ月 1 万円のお給料補助。保育室の補助金を 18 年ぶりに引き上げ。
・保育の質を守るための、区の保育課の巡回指導員の増員。
・おでかけひろばの増設（15 か所→ 32 か所）
、ほっとステイ（10 か所→ 20 か所）の増設。
お約束
・産後ケアを受けられるベッド数の拡充。
・保育待機児ゼロを目指し、認可を中心とした保育所増設。病児保育所の増設。
・無認可・企業主導型保育所含め全ての保育施設での、保育の質を守ります。

介護
「特養ホームを待つ間に死んじゃう !」等介護への切実な声を伺ってきました。
私の前回の公約は、
『特養ホーム 1,000 人分増設』
。地域の方々と共同し、
これが区の正式な計画となり、建設が進んでいます。しかし、介護職不足の深
刻な状況があり、昨年区内特養ホームで働く介護職員の実態調査を実施。この
結果を区長に示し、介護職確保・処遇改善策の拡充を求めました。誰もが安心
して年をとれる地域の実現に、奮闘します。
実現（2015 年度〜 2018 年度まで。一部、見込み含む）

希望丘特養ホームの実現を求め、地域
の方々と区へ申し入れ。江口区議は左
から 2 人目

・希望丘中跡地に大規模特養ホーム、成城の明正小隣に地域密着型（小規模な）特養ホームが開設。
・これも含め、区全体では特養ホームが 5 箇所、293 人分が建設。区は 2025 年度まで、1,000 人分建設予定。
・2019 年度予算案で区独自の介護職確保策として、事業所の介護職員採用活動への経費補助が実現へ。介護
職員の家賃助成も拡充へ。
お約束
・所得が低い方でも特養ホーム等利用できるよう、軽減制度を求めます。
・特養ホーム 1000 人分計画を着実に実施させ、計画の前倒し・上方修正を求めます。
・介護の質を守るためにも、区独自の介護職確保・処遇改善策の拡充を進めます。

こころの健康・福祉
都立松沢病院で、看護師として 12 年間、認知症病棟や精神科救急病棟等を経験。
こころの病を持つ方が引き込もり、家族が抱え込まざるをえない切実な状況があり、
当事者・家族会と共に、精神障害者福祉の充実に取り組んできました。
引き続き、こころの健康づくり・予防・福祉の前進に取り組みます。

実現
・精神障害者保健福祉手帳 1 級の方に、心身障害者福祉手当の支給が実現。
・今年 4 月から世田谷区保健所による、こころの病を持つ方の家庭訪問支援が実現へ。

NPO 法 人 世 田 谷 さ く ら
会の新春のつどいで挨拶

お約束
・当事者の居場所づくりやピア活動またアウトリーチ支援の拡充等こころの健康づくり・予防・福祉の前進に
取り組みます。
・区の精神障害者施策に、当事者・ご家族の参画を進めます。

環八千歳台交差点のバリアフリー、砧・大蔵地域のミニバス
どちらも、地域の方々と超党派の共同で取り組んできました。

● 環八千歳台交差点のバリアフリー
誰もが安全に環八を横断できるよう、早急なバリアフリー実現が必要です。
安全・安心が何より重要であり、横断歩道設置なら歩道橋との併存が必要、
更に抜本的対策として歩道橋のエレベーター設置を求めています。
● 砧・大蔵地域のミニバス
祖師ヶ谷大蔵駅南側を出発し、砧・大蔵地域を走るミニバスは地域の悲願
です。早期のモデル運行と持続可能な制度となるよう、区の経費補助を求め
ています。

環八千歳台交差点で、住民の方々と
現地調査

実現
・環八千歳台交差点のバリアフリー化に向けて、警視庁・都・区による現地実査の実施。
・区はワゴン型のミニバス運行実現のため、砧地区をモデル地区に選定。
住民の方々との勉強会実施、今後の運行主体となる協議会が設立。
・警察・区による運行ルート案の現地実査の実施。
お約束
・早期の環八千歳台交差点のバリアフリーの実現。
・早期の砧・大蔵地域を走るワゴン型ミニバスのモデル運行・本格運行の実現。

横浜市に住民の方々とミニバス運行
の視察

外環道・都道 52 号線
これら計画に、住民が翻弄され、暮らし・コミュニティ・環境が壊される
現状を見てきました。
地域の方々の運動と共同し、住民の声を国・都・区へ届け、要望してきました。
外環道・52 号線計画に反対の立場で、今後も住民の方々と共同し、粘り強く
取り組んでいきます。
実績
・当初、シールドマシンは 24 時間 365 日稼働予定だったが、日曜休工に。
・出土した殿山横穴墓群の保存を求め、活用検討委員会が設置。今後、遺跡の
3D データ等活用・公開の方向性へ。
・シールドマシン掘進に伴う緊急時対応を求め、24 時間体制の緊急車両巡回等、
一定の対応を取らせる。
・52 号線計画の住民理解と合意は得られておらず、区として課題、影響を把握
し、都へ意見することを求める。

外環道の地下流出現場を視察。手前
が江口区議

お約束
52 号線の計画線を住民の方々と現
・共同の力で反対の声を広げ、くらし・環境を守るため、粘り強く取り組みます。 地調査

力あわせ、未来ひらく
くらしに希望を !

江口 じゅん子

皆さんの願い まっすぐ区政へ
引き続き 全力で頑張ります
災害対策

個人商店・事業所支援

・ゼロ金利融資の復活
・地域経済活性化のため、プ
レミアム商品券を福祉・介
護等広い事業所で使用でき
るよう改善

子育て・教育

国保・検診

・住宅耐震化・不燃化、感震ブ ・子どもの貧困対策として、就 ・高すぎる国保料の区独自軽減
レーカー、耐震シェルターの
学援助・ひとり親支援・給付 ・特定検診・長寿検診・がん検
促進
診の無料化
型奨学金の拡充
・豪雨対策・酷暑対策の推進
・教師の多忙化の改善、性教育
・継続した被災地・被災者支援
の推進
・在宅子育て支援として、おで
かけひろば、ほっとステイ、
プレーパーク活動の拡充
・児童虐待予防を強化し、区立
2016 年の熊本地震の際、現地へ義援金
国保料の区独自軽減等求め、住民の
児童相談所開設の設置を
を届ける
皆さんと副区長に要請する江口区議

原発ゼロ ・再稼働させずに原発ゼロを。区役所から自然エネルギー活用の推進を

～人にやさしい区政 さらに前へ～

江口 じゅん子 と

７月は参議院選挙

春 をよぶつどい

日時：2019 年 2 月 24 日 ( 日 )13：30 ～
会場：成城ホール ( 砧総合支所 1 階 )
「小田急線『成城学園前駅』下車

徒歩 4 分」

お話しする人：江口 じゅん子 区議会議員
里吉 ゆみ 都議会議員

地域の皆さんから、要望などご発言をいただきます。
※ 入場無料・保育室完備、どなたでもご参加できます。

吉良よし子参院議員と、
ともに頑張ります！
※ 当日は吉良議員は
参加しません。

