都議会議員

みなさんと同じ思いで︑
これからもがんばります︒

原のり子

原のり子都政報告 2021年春号

ひきこもりについて何度も熱心に話

を聴いてくださったのが原さんでした。
当事者たちの声を聴かずに本当に必
要な支援は作れません。現場に寄り
添う原さんは地域の心強い味方です。

林 恭子

東久留米市

（ひきこもり当事者
団体代表）

僕はゲイの当事者です。原さんは、ゲ

清瀬市の特養ホームの待機者は183
人です。有料老人ホームなどを見学
しましたが、
どの施設も月額30万円
以上もかかります。都営住宅の跡地
などを活用して特養ホームの建設を
求めている原さんに
期待しています。

末永雄三
清瀬市

（清瀬社会保障推進
協議会事務局長）

原さんとは10年のお付き合いですが、

イである僕の悩みや不便に真剣に
向き合ってくれました。LGBTqにとっ

障害児と家族に寄り添う姿勢はずっ
と変わりません。障害児の人権を守

ても、
より住み良い東京にしていくた

る事の意義を学ばせてもらっていま

めに原さんを応援します。

す。引き続き私たちの願いを都政に
繋いでください。

佐藤良太
清瀬市

（LGBTq活動家）

コ ロ ナ など お 困 りご とは

☎042(391)4139

ま で お 気 軽 に ご 連 絡 くだ さ い
[プロフィール]日本共産党都議会議員1期。
2017年7月2日投票の都議選で北多摩4区
（清瀬市・東久留米市）から立候補し当選。
都
議会総務委員会所属。東京都農林・漁業振

hara.noriko.jcp@gmail.com
＠haranoriko0917
原 のり子
こんにちは原のり子です

興対策審議会委員。東京都青少年問題協議
会委員。東久留米市議5期18年。1965年9
月、東京生まれ。夫と子ども3人の5人家族。好
きなものはピアノ、
水泳、
紅茶、
絵本。

「非正規で収入が安定せず、長く働い
ても報われない。」
「自分の時間がな
くやりたいことができない。」若者に蔓
延する声です。原さんには若者に希
望を見せてほしいと期待しています。

Aさん
清瀬市

（非正規で働く27才）

16年間の東久留米「九条の会」
で憲
法の基本は人権だと痛感しています。
原さんの活動は人権が基本になって
います。
すべての人権を守り弱者に目
を向けられる原さんに期待します。

営農が続けられるよう支援を東京都
に迫り都市農業を守る原のり子さん。
農地保全のために、固定資産税の軽
減を都に求めてくれています。農家の
苦労がわかる農業者の味方です。

高齢化がすすむ都営住宅でエレベー
ター設置は切実な願いです。私の住
宅では自治会と原のり子さんの尽力
もあり、
ようやく設置の見込みとなり
ました。使用承継の拡大もできるよう、
期待しています。

大山茂樹
大山智子

小寺理一

石崎佳子

東久留米市

（陶芸家）

サークルや買い物に行くときにシル
バーパスを利用します。毎年2万510
円支払っていますが負担が重いです。
お金の問題で健康寿命をあきらめた

清瀬市

（農家）

も悩みに即対応していただき、本当に
頼りになる方です。

堀口真紀子

長津節子

（旭が丘団地在住）

（竹丘団地在住）

軽度の知的障害者は、
月5万円程度
の賃金の人もいるのに医療費は3割
負担。制度改善を都に請願し、原さん
のご尽力で継続審査に。
コロナ禍で

くありません。原のり子さんと改善し
たい！

清瀬市

清瀬市

東久留米市

（障害児の母）

視覚障がい者の方が駅ホームから転
落し、
なくなる事故が後を絶ちません。
ホームドアの設置で安全に駅を利用
できます。原さんと一緒に誰もが住み
やすいまちの実現を！

大槻義顕
清瀬市

（西武線に安全な駅舎
をすすめる会事務局）

北多摩民報 2021年春号 発行：小松恭子 東村山市美佳町１-２-５ 日本共産党北多摩北部地区委員会が、原のり子都議の活動と見解を紹介します。

寺島美紀

東久留米市

（障害児の母）

原都議のブログ情報が、私たちの高
齢者の補聴器購入費助成の請願活
動に役立ち、東久留米では1221人の
署名を都知事あてに提出できました。
原さんのさらなる活躍を期待してい
ます。

乾 三重子
東久留米市

（東久留米生活と健康
を守る会事務局長）

清瀬小児病院の存続運動などで市
民の信頼と期待を背負って活躍され
てきました。今度は地元住民の拠点
病院として、多摩北部医療センター

をより充実させるために尽力されるこ
とを期待しています。

井口信治

東久留米市

（多摩北部医療センター
を良くする会会長）

改めて福祉、医療の重要性、助け合
える社会作りが求められる状況下、
東久留米市は公立保育園全廃計画
を強行しています。
この事態の停止と
是正には誠実な原さんが必要です。

富岡祐理子
東久留米市

（画業）

ゆずれない。
＿
＿

住民のみなさんの声と運動が都政を動かす。
このことが4年
間の確信です。
生来の黒髪を
「黒染め」
するように言われた都立高校生が、

いのち・くらし・人権 ＿＿

おかしいと思う、
と相談してくれ、一緒にとりくみました。
その
後、都教育委員会は「一律に指導はしない」
と通知を出しま
した。高校生が都政を動か
したのです。
ひき続き、みな
さんの声を都政につなぎ、

都議会議員

原のり子
代表質問を行う原のり子都議

いのち・くらし・人権を守り

たい、
と決意しています。

「黒染め」
について話し合う原都議
2019/11/23

2021/2/24

原 のり 子 都 議 に 聞 いて み まし た
都内の30代の感染した女性が、
自宅療養中に

1 コロナ対策

自ら命を絶ちました。私のせいで周りに迷惑を
かけたとメモを残して…。予防をしても感染しう

Q

コロナ危機を通じて大事だと思うこと
は何ですか？

A

自己責任型の政治を変えなけ
ればならない、ということです。

医療切り捨ての自民党都政
［都内の都立病院］ ［多摩地域の保健所］

るのが新型コロナであり、感染症対策は自己責
任ではなく政治の責任です。検査を拡充し、医
療機関と保健所を削減から拡充へ転換しなけ
ればなりません。多摩北部医療センターの機能

強化、都立・公社病院を守る、保健所の復活へ、
広がる運動と一緒にとりくみます。

病院

カ所

8

7

病院

2001年

詳しい政策
はこちら

17

16
現在

1990年

カ所

現在

2 保育・学童保育

3 障害福祉

4 聞こえのバリアフリー

Q

公立保育園の全廃計画や民営化、
学童保育の民営化をどう考えますか？

Q

障害児・者の声を都政に届け
続けていますね。

A

保育や学童は「効率優先」
ではなく、子ども中心に、公
的責任が重要です。

A

障害者運動に、いのちと
人権を守ることが 政 治
の原点だと学びました。

Q
A

子どもたちの成長は、
「 安上り」
「 効率優先」で
は支えられません。
自治体が責任をもって、最良
の環境を保障すべきです。都内の公立保育園の
85%が障害児保育を実施しています。公立保育
園をなくすなどありえません。保護者のみなさん
の陳情は一石を投じ、私は、公立保育園が存

障害者医療費助成はようやく精神障害の
人も対象になりました。
さらに、軽度の知的
障害の人も対象にと運動が広がり、請願が
継続審査になったことは貴重な一歩です。
また、来年度から都庁で知的障害の方の正
規職員採用がスタートします。さらに、知

続できるように都の支援強化を求めています。
また、都が、直営の学童保育への支援を強化す
ることも求めています。

的・精神・身体の障害者が生きいきと働け
るように、障害特性に応じた職域の拡大を
求め続けていきます。

5 人権・ジェンダー平等
Q
A

都のあらゆる分野でジェンダー平
等を貫くために「ジェンダー平等
推進局」の設置を提案しました。

121

総合

6位

（2017年9月〜2020年12月）

質問総数

11回

本会議質問 2 回
文 書 質 問９回

※これ以外に所属委員会などで70回の質問を行っています。

/ 153カ国中

くり返される自民党の女性蔑視・人権否定発言
「子供を産まなかった方が問題」
（麻生太郎財務相・2019年）
「女性はいくらでもうそをつく」
（杉田水脈衆議院議員・2020年）
「LGBTは生産性がない」
（杉田水脈衆議院議員・2018年）

地元の声を届け続ける原のり子都議
「都議会ランキング」質問回数

位

/127人中

地元で16年ぶりに誕生した共産党の都
議会議員が原のり子さんです。
この3年半
で、質問をどんどん行い、地元の声を届
ける架け橋になっています。
「 都議会ラン
キング」でも共産党と原都議が話題に
なっています。

今度の総選挙で政権交代

市民と野党の共同で、
困った人に
やさしい政治を
日本共産党
衆議院議員

宮本 徹

［比例選出・東京20区］

高齢者難聴の方の補聴器購入
補助を実現したいです。

東久留米市議会で、補聴器補助を求める共産党提案
の意見書が可決され、共産党都議団としても、
シンポ
ジウムやアンケートにとりくみ、質問もしてきました。現
在、補聴器補助を実施する自治
体が14自治体にまでふえました。
しかし、多摩26市で実施してい
る市はありません。都議団は条
例も提案し、都としての補聴器
購入補助の実現や聞こえに合
わせたサポート体制を求めてい
ます。

日本はジェンダー平等で何位？

女性蔑視発言が後をたちませんが、どう
変える？

聞こえづらいが、補聴器が高すぎて…

非正規の7割は女性、選択的夫婦別姓も認
めないなど日本の女性差別は異常です。Ｄ
Ｖや性暴力被害も深刻です。配偶者暴力相
談支援センターを多摩地域がゼロなので設
置を提案。性暴力被害ワンストップ支援セ
ンターの相談員増も提案し増員されました。
都の人権条例に憲法を位置付け、あらゆる
差別の禁止を明確化しました。清瀬市議会
での陳情採択をふまえ、都にパートナーシッ
プ制度実現をくりかえし提案しています。

コロナ禍で、非正規労働者
やフリーランスはじめ、立場
の弱い人ほど厳しい状況に
おかれています。誰一人取り
残さず支援しぬく政治が必
要です。医療・保健所・介護
等にしっかり予 算をつける
政治に変え、感染症に強い
日本にするために原のり子
都議と一緒に頑張ります。

