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リエコラボとは、私の名前とエコ
（環境保全）コラボ（共創）ラボ
（研究室）をかけ合わせた造語
で、都民の皆様と共に、探求心と
新しい視点を持ち、共に考え、議
論し、新しい都政をつくりあげる、
という想いを込めています。

1971年世田谷区桜上水生まれ、世田谷区新町在住。東北大学大学院理学研究科
修了後、民間研究機関に22年勤務。2017年より東京都議会議員（１期目）。
経済港湾委員会委員、議会改革検討委員、第26次東京都消費生活対策審議会委員。

都民ファーストの会東京都議団
東京都議会議員福島りえこ

■発行元／お問合せ
E-mail QR

ご意見をお寄せください。
E-MAIL tomin1st.fukushima.rieko@gmail.com

〒163‐8001 東京都新宿区西新宿2‐8‐1 東京都議会議事堂5階
  TEL  090ｰ8345ｰ6086   FAX  03ｰ4243ｰ2721

福島りえこがテクノロジーの知見を
活かしつつ取り組みたい政策領域は、

　です。働き方改革の
推進

次世代教育の
実現

地域コミュニティ
活性化

4月30日●開催!

三茶しゃれなあどホール5F
〒154‐0004 東京都世田谷区太子堂2‐16‐7

TEL：03‐3411‐6636

FAX、E-Mailにてお申込みご希望
の方は、「氏名（ふりがな）、住所、電
話番号、会場かオンラインのどちら
をご希望か」を記載の上、紙面下部
の宛先までご連絡ください。

会場へのアクセス

電
車

・東急田園都市線 北口徒歩1分
・東急世田谷線 徒歩3分三軒茶屋駅下車

東急バス・小田急バス（系統：下61）三軒茶屋停留所下車
東急バス（系統：黒06）三軒茶屋駅停留所下車

バ
ス

※駐車場がありませんので会場までお越しの場合は
　電車・バスをご利用下さい。

「東京大改革2.0」のご案内

委員会
質疑の様子

第8回都政報告会金

プロフィール
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18:00 開場（受付開始予定）
18:30 都政報告会 開会
20:00 都政報告会 閉会予定

プログラム

会　費

お申込み

配達バッグへの番号表示
など識別性を向上させる取

組みは、配達員の安全意識の向上や、危
険走行への早急な対応に有効。今後は、
配達バッグへの番号表示など識別性の
向上について具体的な提案を行うなど、
事業者による対策の強化を促す。

宅配員に安全
な宅配を促す

ために、自転車などで宅配する際には、
配達バッグなどにナンバープレートにか
わるナンバーをつけるよう促すべき。

（会場、資料代として）  ※会場参加者のみ

都政報告会費 300円

下記URLよりお申込み受付中！

http://bit.do/riecolab

2月17日 3月26日令和3年第１回都議会定例会

　コロナ禍で自転車を使ったフードデリ
バリーが急拡大する一方で、危険運転や
接触事故などの問題が起きています。都

民ファーストの会東
京都議団は継続して
都としての対応を求
めてきました。

　条例で明記することで、都の取り組みの実効性を高め、
都民の安全安心につなげます。

●宿泊療養施設の確保
●自宅療養者の支援体制整備
●保健所機能の強化
●感染者、医療従事者への差別防止

中小企業の確実な振興のため、
生産性側面の評価の導入を

飲食宅配の事故防止にむけて、
配達員バッグにナンバー記載を要請へ

予算特別
委員会

経済港湾委員会
（福島りえこの質疑）

これまで、行政評価、事業評価といえば「執行率」でした。
「アウトカム」（この場合は、生産性向上）に切り替えていく第一歩です！

申請時に生産性向上の数値目標を設
定、助成後５年間にわたり状況報告を
求める。加えて、進捗に応じてアドバイ
スを実施、目標達成につなげる。

導入する機器やシステムの検討から
導入後の具体的な活用まで、専門家
が一貫してサポートし、生産性の向
上に着実に結び付ける。取組み

新規設備の導入や既存設備の更新に
必要な経費を助成（上限1億円）専門家を派遣内容

先端技術の活用により
持続的発展を目指す中小企業

デジタル技術の導入に取り組む
中小企業対象

躍進的な事業推進のための
設備投資支援事業

生産性向上のための
デジタル技術活用推進事業事業名

厚生
委員会

質問(同会派 伊藤ゆう都議より) 福島の質問

都の回答

今回の質疑を受け、業界団体も番号の表示を検討しているそうです！

令和３年度の事業について生産性側面の評価の導入状況を伺う。

こども基本条例（議員提案条例）を可決
　1989年に国連総会で採択され、94年に日本も批准した子ども
の権利条約ですが、国による法的位置付けが不十分なため、各自治
体が制定しているのが現状です（世田谷区でも制定しています）。

新型コロナウイルス感染症対策条例の
一部を改正する条例（議員提案条例）を可決

FOOD

機器等の導入経費を
助成（上限300万円）

都の回答

1子どもの生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利を保障し、養護する。
2権利侵害その他の不利益を受けたときに、救済のための措置を速やかに講ずる。
33年後に見直しをする。その際には、子どもの意見を聞く機会を設ける。

no.XXXX

都民ファーストの会東京都議団の働きかけにより、
以下を盛り込むことができました！

小池百合子 東京都知事樋口高顕 千代田区長

　今、東京都は「都民の未来は、都民が決める」をス
ローガンに、これまでの「東京大改革」をバージョンアッ
プした「東京大改革2.0」を推進しています。そこで今回
開催する第8回都政報告会では、働き方改革の推進
次世代教育の実現 地域コミュニティの活性化 の3
分野における進捗のご報告、また今後の都政についてご
紹介するとともに皆様からのご意見も募集いたします。
　ゲストには、2期目の都政改革を進める小池百合子都
知事、そして区制改革に挑む23区最年少区長の樋口
高顕区長をお迎えします。是非ご参加ください！

会場とオンライン配信の同時開催！
会場参加申し込みは、先着順となります。会場は人数を制限して入場いただきます。



　現在、国から東京都に割り当てられているワクチンの供給量は、都
内医療従事者の6分の1の約10万人分です。4月12日の週から開始す
る高齢者向けの配分量も約2.1万人分と、都内の高齢者人口の1%も
満たしません。 
　都民ファーストの会東京都議団は、引き続き、国に対してワクチンの
早急な確保を求めるとともに、希望する都民の皆様が安心かつ迅速
にワクチン接種を受けられる体制の整備に向けて、全力を尽くします。

　従来より、東京の出産費用は平均約62万円と全国と比
較して高額であり、出産費用と出産育児一時金42万円と乖
離がありました。そのようななか、コロナ禍の雇用環境悪
化、さらに健康不安などにより妊娠届件数が大幅減少して
います。 
　都民ファーストの会東京都議団は、2021年度予算に、
出産に対して子ども1人当たり10万円相当の支援を提案、
2021年度の予算に盛り込みました。

　新型コロナウイルスの影響で解雇や雇い止めにあった労働者は、この1年間で見込みを含めて8万人
近くに上りました。2020年平均の完全失業率は2.8%と、リーマン・ショックの影響があった09年以来
11年ぶり、有効求人倍率も、オイルショックの影響を受けた1975年以来45年ぶりの大幅低下です。
　都民ファーストの会東京都議団は、昨年5月から「東京版ニューディール」と称した大胆な雇用対策を小
池知事に求めてきました。これを踏まえて、都は2021年度予算に、2万人超の雇用対策を盛り込みました。 

これまでの取組み
医療従事者への支援
慰労金の支給や特殊勤務
手当、宿泊先確保支援等

都立病院のコロナ
対応病床の強化
都立広尾病院等で
重点的に受け入れ

後遺症に関する相談窓口を
都立病院や公社病院に順次開設
後遺症の知見を蓄積して治療に活かす

検査体制の強化
とくに高齢者や

障がい者支援施設等を
対象としたPCR検査

　新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ消費の喚起を目的
に、都は緊急事態宣言の解除後、プレミアム付き商品券を発
行する区市町村を支援します。例えば1万円分を購入すると、
1万3千円分の商品券を受け取れます（プレミアム率30%）。
　従来は、紙の商品券の印刷・発行や、配布・換金の窓口業
務などにおいて、多額の事務手数料や人手が必要でした。
今回は、スマホのカメラでQRコードを読み込んで決済する
など、原則、デジタルで発行予定です。都民の皆様の生活を
お支えするとともに、東京都全体のキャッシュレス、デジタ
ルシフトを加速します。

国際金融センターとして世界第3位・
アジア首位の地位を獲得 現在は世界第4位

東京デジタルファースト条例の成立 都の手続きの原則
デジタル化を明記

都内テレワーク普及率の拡大 2017年6.7％から
2020年57.8％へ

日本の自治体初のグリーンボンド発行
水辺空間における緑化の推進、公園や自転車走行空間の整備などに充当住む場所を失った方など

に対して、居住相談、就
労支援等を実施し、安定
した生活の確保を支援

就職氷河期世代の方など
を、正社員採用に結びつ
けるトライアル就業を大
幅に拡充

福祉業界やIT業界、プロ
グラミングスクール等と
連携し、スキル獲得を含
めた再就職支援を実施

厳しい雇用情勢に対応す
るため、緊急対策として、
民間教育訓練機関に委
託した職業訓練を実施

東京しごとセンター、都立職業能力開発センター等を通
じて、高齢者・女性・若者・障がい者など、正社員として
再就職を目指す全ての人に対して、キャリアや年齢等に
応じた職業スキル向上のための多面的な支援を展開

オンラインによる職業訓練や就労支援
を実施するなど、時間や場所に捉われ
ない、スキル向上の機会を拡大

500人分 5,000人分 600人分 1,000人分

■不妊治療助成の対象拡大・・・・・・令和3年1月1日以降に終了した治療から所得制限なし
・1子ごとに6回まで（40歳以上43歳未満は3回まで）に

■妊婦の方への支援・・・・・・・・・・・・・・・検診などでタクシー移動に使えるチケット配布
■待機児童73%削減・・・・・・・・・・・・・2017年8,586人から2020年2,343人へ
■0歳～２歳児の保育料支援・・・２人目は半額、３人目以降は無償化
■子育て応援車両の導入・・・・・・・・2021年度より都営地下鉄全路線へ拡大予定
■私立学校の学費負担軽減・・・・・世帯年収760万円から910万円へ対象引き上げ

これまでの取組み

まずは都立
大塚、

駒込病院に
！
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終期設定前(28年度)と
比較して...
財源
確保額 約3.7倍

事業評価による財源確保の状況

議会活力度ランキング
全国ワースト3位から
急上昇！！ 
※日経グローカル
「議会活力度ランキング」

45位

8位

子どもひとりあたり10万円相当の出産支援を新設

2万人超の雇用創出と、電子プレミアム付商品券

医療体制とワクチン接種体制を整えます

4年間で総額27億円を削減、都民感覚にあった議会に

新型コロナ対策

議会改革

子育て支援

生活・経済支援

　これまで都民ファーストの会東京都議団は、議会改革に率先して取り
組んできました。今定例会では、議員報酬の削減に関する条例を再可決。
一連の改革により任期4年間で総額27億円超の削減を実現しました。

1 議員報酬を議員1人当たり20%削減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約17.7億円
2 費用弁償の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約2.3億円
3 政務活動費を議員1人当たり月10万円削減・・・・・・・・・・・・・・・・・約6億円
4 庁有車を20台から7台に削減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約6,800万円／年

一連の改革による27億円超の削減効果の内訳

約17,000人誰もが輝ける社会の基盤となる
総合的な雇用対策の更なる強化2

1 困難に直面している方々に寄り添った
緊急雇用対策 約7,000人雇用創出

雇用創出

雇用
創出

雇用
創出

雇用
創出

雇用
創出

※グリーンボンドとは／ 企業や地方自治体等が、国内外のグリーンプロジェクトに要する資金を
 調達するために発行する債券

これまでの取組みこれまでの取組み

■女性議員比率全国1位
■常任委員会の
　インターネット
　中継

これまでの取組み

経済支援策・構造改革


