
杉並選挙区・都議会議員選挙候補者アンケート結果　2021.6.8支部執行委員会　締切　（全２ページのうち１ページ目）

政党名 候補者名 ①コロナは自粛と補償セット ②公契約条例・リフォーム助成等 ③国保組合都費補助確保
④都立公立病院独法化
反対・保健所増設強化

⑤多摩産材
活用・保護

⑥入職支援充実
⑦オスプレイ・羽田新

ルート反対

鳥居こうすけ 無回答 無回答 無回答 無回答 無回答 無回答 無回答

あかねがくぼ　かよ子
　補償を伴う要請となるよう

要望していきます。
　建設需要の活性化に向け施策を

講じてまいります。
　引き続き取り組みます。

　地域医療体制拡充、保
健所の強化に取り組みま

す。

　多摩産材の活用を引
き続き推進いたします。

　支援制度を検討してまいり
ます。

　都民のいのちと安全を
守ってまいります。

早坂よしひろ

１．休業や時間短縮の要請期間が
長期化することに伴い、多くの中
小 零細事業者が経営面で大きな
影響を受けており、今後の資金繰
りに 万全を期すため、金融支援

の充実を図るほか、金融機関に対
して、 事業者の実情に応じたきめ
細かな対応を行うよう、知事に要
請し、６月補正予算で事業化され
ました。２．飲食店と取引のある関
連事業者（市場関係者も含む）や
外出自粛 の影響を受けた事業者
の売上減少は深刻であるため、都
として、国 の支援金への上乗せ
や横出しによる支援を実施するこ
と。とりわけ 酒類提供取り止めに
より多大な影響を受けている酒販
売業者等にも 適切な支援を行うこ
とを知事に要請し、6月補正予算

で事業化されました。引き続き、感
染拡大防止策と都内事業者の実
態に則した支援を都に求めて参り

ます。

東京都は、公共事業の事業主体であると同時に中小企業振興と
いう行政課題に取組む地方自治体であり、このバランスを取りな
がら、適正価格で良質な事業成果を得ると同時に、都内中小企
業の健全育成を進めていく義務があると考えています。　都議会
自民党は、１０年以上前から「入札・契約制度改革PT」を党内に
設置し、関係事業者との意見交換、東京都財務局との調整を進
めながら、都における入札契約制度を具体的に改善すべく、継続
的に取り組んでいます。　契約の自由との兼ね合いから、公契約
の条例化には基本的に反対ですが、東京の実態に則した契約内
容の改善・充実は、日々変化する都内経済の状況を踏まえた不
断の改革によって実現していくべきであり、入札PTを活用し、事

業者の皆様、東京都と連携して入札契約の改善を具体的に進め
ていきたいと考えています。　東京都は、住宅の省エネリフォーム
に関する助成制度、分譲マンションの修繕への助成（マンション
改良工事助成（利子補給）制度）、マンション耐震化促進事業（助
成制度等）など、各区市町村の支援事業への助成や、家庭にお
ける熱の有効利用促進事業＜断熱改修、熱利用機器に対する
助成事業＞を実施しています。　各区市町村は、各地域の実態
を踏まえ、多角的な観点からリフォーム支援取り組んでいます。
引き続き、都内区市町村と連携し、都内の住環境整備に取り組
んでいくことが必要と考えています。　昨年から続くコロナ禍に

よって都内の経済状況が極めて厳しい状況にある中、懸命の努
力で事業を継続している皆様を支援するため、コロナ関連の支援
金はもとより、品確法に基づく適正賃金の確保、事業継続、担い
手確保・育成など各種支援策を推進しています。　建設キャリア
アップシステムについては普及率の向上が必要で、契約制度上
の取り扱いについては、同システムの普及状況に応じて検討を

進めていくことが重要と考えています。

都議会自民党は、平成１７年にアスベ
スト問題における被害者救済、抜本的
対策を求める都議会の意見書を取りま
とめ、翌１８年には、建設現場で深刻な
問題となっているアスベスト対策と建設
国保の充実を図ることで、国のアスベ
スト対策の推進を後押ししてきました。
その後毎年、関係者の皆さまと継続的
に意見交換をさせていただきながら、
現場で作業されている皆様方の健康
の維持・増進に取り組んでいます。　こ
れまで毎年、関係者の皆さまと意見交
換させていただきながら、建設国保へ
の都負担金の確保をはじめ、建設国保
制度に関わる各種課題の改善充実を
進め、特定健康診査、特定保健指導に
ついても、同事業が円滑に実施される
よう区市町村国民健康保険との均衡も
考慮し、所要額の予算獲得に取り組ん
できました。　今後も、建設業の実態に
則した各種支援策の実現を目指してま
いります。なお、国保組合が行う健康
診断等の受診者数の増加など、国保

事業の実績向上への取組についても、
引き続きご協力くださるようお願いしま

す。

都立病院、公社病院の
独立法人化によって、地
域の行政医療が機動性
を増し、充実することを期

待しています。

これまでも、多摩産材
の活用に取り組んでい
ます。令和３年度予算
では、国産木材・多摩
産材の活用に２０億円
（都立学校における木
塀・木柵の設置など）
森林づくりの推進等に
４６億円（公共施設木

質空間創出事業、都庁
舎内の多摩産材活用
など）のほか、東京林

業サポート隊に0.6億円
（植栽・下刈りなど森林
作業の一翼を担える人
材の育成）などに取り

組んでいます。

都議会自民党は毎年、関係
者の皆さまと、後継者育成な
ど、貴業界の抱える様々な課
題について意見交換を行って
います。今後も、現場の実態
を踏まえた対策の推進に努

めてまいります。

無回答

小宮　あんり 無回答 無回答 ○ 無回答 ○ ○ 無回答

公明 まつば多美子 無回答 無回答
 お互いの共通項として取り

組んでいきます。
無回答 無回答 無回答 無回答

共産 原田　あきら

　自粛や休業の要請とセッ
トで十分な補償をおこなう事
は、みなさんの営業や暮ら
しを守るために当然のこと
です。同時に、安心して仕
事を休めるようにすること
は、コロナ感染拡大を抑止
するうえでも不可欠です。と
の協力金を拡充させるとと
もに、持続化給付金第２弾
の実施、家賃支援給付金の
支給、雇用調整助成金のコ
ロナ特例維持などを政府に

求めて行きます。

　日本共産党都議団は、東京都に対
し、公契約条例制定、住宅や商店街の
リフォーム助成の実施、公共事業の中
小建設業者への発注率を高める分離・
分割発注の徹底や小規模工事等契約
事業者登録制度の実施などを一貫し
て求めてきました。その実現へ引き続
き力を尽くします。また、技能者の技術
や経験にふさわしい処遇の実現へ、建
設キャリアアップシステムを「総合評
価」など都の制度に位置付けるととも

に、利用料金の高さや運用の在り方な
ど同システムの改善を国に求めます。

　建設国保は、建設労働者
のいのちの綱です。医療費
増嵩分や特定健診・特定保
健指導への助成金補助拡
充やアスベスト疾患を含む
がん対策事業への財政支

援実現に力を尽くすとともに
建設業におけるコロナ対策
の支援を拡充させます。

　都立・公社病院は、感
染症や難病、小児医療
や災害医療、さらに東京
全体のコロナ対応病床の
4割を担うなど採算を前

提にせず都民を守るため
の医療を提供してきまし
た。都の財政支出を削る
法人化は逆行するもので
す。独立法人化を辞めさ
せ、充実に全力を上げま
す。自民・公明都政が保
健所を減らしたツケがコ
ロナ禍で明らかに。保健
所の増設に努力します。

　多摩産材の活用と保
護は、建設資材の確保
と同時に東京の林業振
興や環境保全・防災に
とっても重要です。日本
共産党都議団は、多摩
産材の流通の仕組み
づくり、公共施設や商
店街などでの活用、製
品開発の促進、供給体
制の整備、多摩産材を
活用した住宅建設やリ
フォーム助成などを求
めてきました。今後もこ
うした対策をすすめま

す。

　日本共産党都議団は、都立
職業訓練校などでの新規人
材育成や在職者の能力向上
訓練を促進すること、技能検
定の応募枠を増やすために

業界団体の支援を拡充するこ
と、認定職業訓練校への支援
を拡充し、一人親方や会社に
属していない生徒にも支援を
おこなう事などを求めてきまし
た。建設業への若い担い手の
育成のため、引き続き力を尽

くします。

　オスプレイは、戦争で真っ
先に敵地に侵入し、暗殺や
拉致等をおこなう特殊作戦
軍用機です。墜落を繰り返
す欠陥機でもあります。都
民の安全を守るため、配備
の中止や撤去をこれからも
求めて行きます。都心上空
を低空飛行する羽田空港新
ルートはコロナ禍でその根
拠が薄れています。墜落や
落下物、騒音などの被害を
なくすため羽田空港新ルー
トは直ちに中止すべきで

す。

都ファ

自民



杉並選挙区・都議会議員選挙候補者アンケート結果　2021.6.8支部執行委員会　締切　（全２ページのうち２ページ目）

政党名 候補者名 ①コロナは自粛と補償セット ②公契約条例・リフォーム助成等 ③国保組合都費補助確保
④都立公立病院独法化
反対・保健所増設強化

⑤多摩産材
活用・保護

⑥入職支援充実
⑦オスプレイ・羽田新

ルート反対

立民 関口　健太郎
　立憲民主党としても当初

から休業と補償をセットにす
べきと訴えています。

　公契約条例は杉並区でも制定さ
れた。東京都においても拡大でき
るよう尽力します。建設キャリア

アップシステムも、建設業界に必要
不可欠なものであることから取り組

んでいきたい。

　特に建設国保組合対する
都費補助金はきわめて大き
な役割を持つと考えます。

みなさんとも連携を図ってい
きます。

　コロナ禍の中で都立病
院や公社病院の役割が
見直されました。むしろ保
健所と同様に機能強化を
図るべきだと考えます。

　多摩産材の活用を東
京都をはじめとした行

政が積極的に活用し広
く周知をすすめる必要
があると考えます。

　建設業における若年層の不
足の観点からも、技術の継承
の観点からも、支援制度が必

要だと考えます。

　オスプレイ訓練や羽田
空港新ルートには反対

し、都民の命を守ります。

生活ネ 小松　久子
　生活保障のためには休業
要請と補償は当然セットで

あるべきと考えます。

　適正な労働条件・品質確保・地元中
小業者の活用など、働く人の立場に
立った「東京都公契約条例」が必要と
考えており、2021年度予算編成の際に
も都議会生活者ネットワークとして予
算提案に入れています。リフォーム助
成やキャリアアップについての制度

は、都民の暮らしの質の向上、若者・
現役世代の雇用安定のためにも検討

すべきことと考えます。

　あらゆる個人事業主が安
心して働き、暮らせる医療
保険制度の確立は一義的

には国の責任において制度
構築すべきと考えますが、
東京都民の生活を守るとい
う意味で東京都が支援する

ことも必要と考えます。

　新型コロナウイルスに
よる医療崩壊の危機的

な状況の中、都は都立病
院の病床数の現状維持
と、医療従事者の増員、
保健所の機能強化など

に最優先に取り組むべき
と考えます。

　多摩産材の活用は、
東京都における林業保
全、緑地保全のために
も必要であり、産業分
野のみならず森林環境
譲与税なども財源とし
て、活用と保護を進め

るべきと考えます。

　若い世代が働く場の選択肢を増や
し、働き甲斐のある仕事に就いてい
けるようにするため東京都の職業訓
練制度の周知や中・高生とマッチン
グなど、地方自治体（教育委員会含
む）との連携を強めていくべきと考え
ます。転職や卒業後にも対応できる
ような柔軟な仕組みづくりと、働き続
けることができる条件を整えるため
に自治体における公契約条例の制

定も提案しています。

　横田基地でのオスプレ
イ訓練、羽田空港新飛行
ルートについては、これ
まで同様に反対していき

ます。

れいわ 山名　かなこ

　休業と補償がセットである
ことはもちろんのこと、緊急
事態宣言下での自粛と補償
もあるべきだと考えていま

す。

　公契約条例によって、自治体発
注の建設工事や委託業務などに
従事する労働者の賃金について、
下限額を　設けることは労働者ダ
ンピングに対する重要な抵抗線だ

と思います。東京版グリーン・
ニューディール（太陽光パネルの
設置）や既存住宅の断熱化など、
地元の工務店等が仕事を受注し
やすくする他、老朽化したインフラ
の更新や都市部における低廉な公
的住宅の更新・リノベーション・新

築などを財政余力のある都が地方
債の機動的な発行で実行すること

を提案します。

　現場でコロナ対策が徹底
できるような財政支援と、万
が一感染してしまった時の
休業補償は必要だと思いま
す。特にアスベストの被害
に関しては国からの補償が
必須であると考えています
が、東京都としても都で働く
人々の健康に対する対策や
支援が必要だと考えます。

　都立病院と公社病院の
地方独立行政法人化や
統廃合には反対です。病
床や保健所の増設強化
は、コロナのパンデミック
においては必須であると
考えています。平常時で
は、不要なこともあるかも
しれませんが、このような
災害時にトリアージという
選択がなされないために
も、常に安心できる病床
や人材の確保をしておく
必要があると考えていま

す。

　建設木材は遠方から運
搬し利用するよりも、地産
地消の方が効率的です。
国も林業の後押し政策を
進めていますし、東京都と
して地産地消型の林業の
推進とあわせて多摩産材
の利用を推進する施策を
進める必要があると考え
ます。同時に、里山の再
生というグリーンニュー

ディール政策を進めること
で、持続可能な資材供給

を目指します。

　グリーン経済、デジタル化の
流れの中で、人々のスキル

アップに対する支援体制は急
務です。就職氷河期時代の
人々が中高年を迎える中で
経済的困窮に陥る事が無い

ように、予算を配分し、支援体
制を構築してまいります。

　国政と連携しながら、在日
米群特権の象徴である「日
米地位協定」の抜本的改定
を推進するとともに、住民に
とって極めて危険な米軍の
低空飛行訓練については、
速やかに取りやめるように、
都議会でも積極的に提案し
てまいります。横田空域の
返還を実現し、羽田新ルー
トの危険性を除去するととも
に、新ルート自体も根本的

に必要であるか同課の検討
も必要です。有識者、住民
代表を交え、都議会で特別
委員会を設置して議論する

必要があります。

維新 百瀬　智之 無回答 無回答 無回答 無回答 無回答 無回答 無回答

質問全文は以下のとおり。

① 新型コロナウイルスの感染拡大を収束させるための対策は、自粛と休業の要請だけではなく休業と補償をセットにしてください

② 東京都において、公契約条例の制定、リフォーム助成の創設、建設キャリアアップシステムを活用した制度の創設など、建設需要の活性化につながる独自支援策を創設してください

③ 建設国保組合に対する都費補助金の確保と増額、生活習慣病予防対策事業やアスベスト疾患を含むがん対策事業への財政支援、コロナへの対策として十分な補助をすすめてください

④ 都立病院と公社病院の地方独立行政法人化や統廃合、病床の削減をおこなわず、地域医療体制の一層の拡充、そして保健所の増設強化をはかってください

⑤ コロナ禍で資材不足による住宅建築などに影響が出ないよう、多摩産材の周知と補助や助成、活用と保護をすすめてください

⑥ 建設業への入職促進、若年技能者育成の観点から、新規入職者支援制度や資格取得支援制度、職業訓練校への助成など、独自の支援制度を創設してください

⑦ 米軍横田基地のオスプレイ訓練、羽田空港新飛行ルートなど空の脅威から都民のいのちと安全を守ってください


