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2022年後期活動報告

日頃より江東区政に関心をお寄せ頂きありがとうございます。
当選以降「不公平・不平等に立ち向かう」信念を貫き、
無所属議員としてしがらみなく日々活動しております。
本会報では2022年6月後半から2022年12月前半までの
活動を報告させて頂きます。

　去年（令和 3 年度）ふるさと納税制度により約 40 億円もの税金
が江東区から他の自治体に流失した事が明らかとなりました。40
億円という税金は、小学校の校舎建設費用に匹敵する額です。大
切な財源を失い続けてしまう恐れがあるため、江東区としてのふる
さと納税の充実化が課題となっています。

9月に開催された決算審査において多くの議員が江東区が実施
するふるさと納税の改善を求めましたが、
江東区長は「江東区は返礼品が無い」「返礼
品競争には加担しない」と主張しています。
　私は「江東ブランドなど、江東区の魅力は
いくらでもあるし、シティプロモーションと
して考え直すべきだ」と説得を試みました。
区民の皆さまはどの様に思われますか。

　自民党会派幹事長を務め
ていた榎本雄一区議 ( 現在は
辞職 ) があっせん収賄の疑い
により 2022 年 7 月 30 日に
逮捕、同年 8 月 19 日に起訴

されました。本事件では、榎本区議が業務委託契約に係る機
密情報を区職員より聞き出し、賄賂を収受したとされていま
す。区議会議員として行政を監視し律する立場にあるにもか
かわらず、その権限を、自己の利益追及に利用するなど言語
道断です。私はすぐさま「議会による権能を駆使して本件の
実態を明らかにし、二度とこの様な事が起こらないクリーン
な江東区議会を目指す必要がある」と声明を発表。その後、
右記の活動を主体的に行って参りました。
　また、一般質問を通じて「税金と職員を不正行為から守る行政制度（その仕組みづくり）」と「談合を防止する入札制度」を要望し、
8つの要望事項のうち7つが実現、或いは実現の方向性が示されました。（詳しくは中面へ︕）

公式サイト Twitter

日々の活動を
下記にて配信中！

元江東区議会議長によるあっせん収賄事件発覚

江東区には”返礼品が無い”！？
ふるさと納税のあり方に意義あり！

2021年4月に開始されたGIGA スクール 構 想に伴 い、
Chromebook が配布された翌月から取り組んで参りました「子ど
もの荷物が重すぎる問題」について進展がありました。置き勉だけ
ではこの問題に対応しきれないことから、区内在住の保護者の方
がお声を上げて下さり Chromebook 自体の持ち帰り頻度を変え
る等を求める請願書を教育長に提出して参
りました。その結果、端末を毎日持ち帰る原
則ルールを無くし、特に低学年においては数
日に 1 度の持ち帰りとするよう工夫を周知す
る旨が明らかとなりました。併せて、学校の
持ち物としてランドセル以外のリュックの
利用も可能である旨が今後入学案内等にお
いて改めて明記される事になりました。

子どもの重すぎる荷物問題に朗報
Chromebookの持ち帰りルールが変わりました！

江東 自江東 自

さんのへ あや（三戸安弥）
平成元年生まれ。社会福祉士・保育士・精神保健福祉士。
インターナショナルスクールバンコク卒、上智大学社会福祉
学科卒。総合商社勤務を経て2019年 4月に無所属で出馬し
初当選1期目。二児の母。子育て奮闘中！

ごあいさつ

江東・自由を守る会
さんのへ あや１期目のあゆみと実績１１１１１１１１期期期期期期期期目目目目目目目目ののののののののあああああああああゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆみみみみみみみみみみみみとみととみととみととととととととと実績実績実績実績実績実績実績実績
2019年 ～～～～5月 12月 一人会派を貫き、 無所属として活動をスタート一人会派を貫き、 無所属として活動をスタート一人会派を貫き、 無所属として活動をスタート一人会派を貫き、 無所属として活動をスタート
所属委員会…厚生委員会、 オリンピックパラリンピック推進特別委員会

✓横断防止柵や路面標識の設置を進める

✓『政治山』 新人議員特集に掲載される

江東区議会史上初の平成生まれの区議が誕生！

✓区内在住外国人向けに英語で避難情報な
どを発信

✓トイレの開放をアリオ北砂と交渉し快諾される

台風19号発生！台風19号発生！

✓児童相談所・一時保護所、 豊島区 （行財政
改革） ゆたかカレッジ （障がい者大学）、 放課
後等デイサービス

主な視察先主な視察先

✓母親の為の護身術講座を開催

✓対面式保活相談会を開催

✓全区立小学校にて持参できる水筒の中身を
調査

子ども・子育て支援子ども・子育て支援

✓元議員の教育委員会委員への天下りに反対表明

✓費用弁償廃止に向け全議員宛に意見書を提出

早速始まった議会改革早速始まった議会改革 ■保育園へのAED設置補助実施の充実化

■外国籍への子どもに対する支援

■ケアラー（介護者）支援

■防災行動計画、避難所利用計画の策定

<一般質問の抜粋①>

質問数は 11項目︕ 江東区議会で
初めて”ヤングケアラー”について
触れ、支援を求めました

質問回答全文はこちら
費用弁償とは…
議員が議会に出席する度にもらえる交通費(3,000円/日)の
こと。私は廃止に向けて区民と活動すると共に、これまで支給
された費用弁償合計38万4,000円を区外へ寄付しています。

2020年 ～～～～1月 12月 前代未聞のコロナ禍到来。区民の安全と生活のために全力！前代未聞のコロナ禍到来。区民の安全と生活のために全力！前代未聞のコロナ禍到来。区民の安全と生活のために全力！前代未聞のコロナ禍到来。区民の安全と生活のために全力！
所属委員会…文教委員会、 防災まちづくり交通対策特別委員会

✓江東区給付金 ・助成金問合先一覧を作成し公表

活動が制限される中でも懸命に働きました

✓区認可保育園における育児休業延長に関す
る申し入れ

✓教職員の在宅勤務を求める請願書

✓東京都ベビーシッター利用支援事業の認定
基準見直し

提出した主な要望・請願書

✓すみだ国際学習センター、 小河内ダム

主な視察先

✓2020年8月よりゴミ拾い活動を開始、計46kgを
回収

プロギング活動記録

✓認可保育園選考に係る AI システム導入の予
算化が実現

✓全区立小学校にて持参できる水筒の中身を調査

✓オンライン上で保活相談会を開催

子ども・子育て支援子ども・子育て支援

✓議員選出監査委員の後任人事に反対表明

✓冷感タオル配布事業（補正予算4号）にたった1
人反対

諦めずに議会改革！諦めずに議会改革！

■江東区役所の障がい者法定雇用率未達成を

指摘、 障がい者雇用の促進を求める

■高齢者への生活実態調査、 熱中症対策

■入札に係る指名業者選定委員会設置を要望

<一般質問の抜粋②>

費用対効果を無視した税金の無駄
遣いを無くし、熱中症から区民を守
りたい一心でした

質問回答全文はこちら

所属委員会…文教委員会、 防災まちづくり交通対策特別委員会

✓こうとう区報にHTML化により情報バリアフリー化
を実現

✓東陽町駅ホームドアの早期設置を実現
✓妊婦へのワクチン優先接種
✓点字投票に使用できる新しい点字器を設置

取り組みが徐々に身を結び始めました

✓全小中学校における置き勉実施を求める要望書
✓視覚障害者と共に国 ・ 都 ・ メトロ宛にホーム
ドア設置を求める請願書を提出

提出した主な要望・請願書

✓ケアホーム西大井こうほうえん、障害児保育園ヘレン、
NPO法人Alon Alon

主な視察先

✓豊洲6丁目にて計63.5kgのゴミを回収

プロギング活動記録

✓ランドセルの中身が重い報告を受け、 いち早く
「置き勉」 調査を全校にて実施

✓全区立小学校にて持参できる水筒の中身を調査
✓選択制オンライン授業の実施
✓保育士試験に合格
✓オンライン上で保活相談会を開催

子ども・子育て支援子ども・子育て支援

✓慣例化している議長の 1年交代に反対
✓委員会定数削減の議案に反対
✓委員会のリモート開催について意見書を提出し実現

まだまだ続く議会改革！まだまだ続く議会改革！

2021年 ～～～～1月 12月 一人でも多くの区民に寄り添うために、常に学び、働く。一人でも多くの区民に寄り添うために、常に学び、働く。一人でも多くの区民に寄り添うために、常に学び、働く。一人でも多くの区民に寄り添うために、常に学び、働く。

■ PTA適正化、活性化を求めて入会届の整備を要求

■庁内事務集約型 ・ 会計年度任用職員制度の

活用による障がい者雇用促進の提唱

■不正癒着を撲滅する為に様々な行財政改革を提唱

<一般質問の抜粋③>

障がい者雇用の改善を求めて3年目、
ついに要望が受け入れられました︕第二
子妊娠中、臨月で一般質問に臨みました。

質問回答全文はこちら

2022年 ～～～～1月 12月 不正癒着の撲滅に取り組む、唯一無二の議員として不正癒着の撲滅に取り組む、唯一無二の議員として不正癒着の撲滅に取り組む、唯一無二の議員として不正癒着の撲滅に取り組む、唯一無二の議員として

■職員を圧力から守る為に「口利き記録制度」を提唱

■匿名性の高い通報制度の構築

■請負契約に対する総合評価方式の導入

■区民や業者が通報できる窓口の設置

<一般質問の抜粋④>

質問項目を不正癒着を無くすための
行財政改革一本に絞り、多くの要望
が採用されました

質問回答全文はこちら

所属委員会…厚生委員会、 防災まちづくり対策特別委員会

✓江東区の障がい者雇用促進に向け、悲願のオフィ
スサポート設置が実現

✓スケートボードパーク設立に関して厳しく調査・追及
し反対を表明

✓精神保健福祉士に合格

1期目の集大成！とことんやります

✓国、都、区宛に子育て世帯への所得制限撤廃を求
める請願書

✓都宛に子どものマスク着用の自由を求める請願書
✓豊洲6丁目における点字ブロック配置を求める請願書

提出した主な要望・請願書

✓愛知県犬山市、浦安市スケートボードパーク、兵庫県
神戸市

主な視察先

✓豊洲6丁目にて計52.5kgのゴミを回収

プロギング活動記録

✓調査により江東区の児童6人中1人が所得制
限により児童手当不受給である事が明らかに

✓水筒の中身調査に加え、 ラッシュガード着用につ
いて全校調査

✓母乳バンクを紹介・ドナーに登録
✓小児・乳児のための救命講習会を各地で開催
✓オンライン上で保活相談会を開催

子ども・子育て支援子ども・子育て支援

✓不正癒着を防止する取り組みを多数実現し東
京新聞、 読売新聞等にて報道される

✓議員選出監査委員任命に反対表明

議会改革でも大きな実り議会改革でも大きな実り

To Be 
Continued…⁉

2019年5月～2022年11月までの
委員会・議会での発言数

計266
情報開示請求した公文書枚数

計3,223
都・区に提出した要望書

計13 質疑動画は
こちら ➡

詳しくは
こちらへ ➡

悪習を「断つ」ための取り組みについて悪習を「断つ」ための取り組みについて
■ 議長並びに区議会議員全員に対し「江東区議会議員の

政治倫理に関する条例制定（政治倫理条例）」を意見書
を通じて提案 ⇒ 次期検討項目事項となりました︕

詳しくは
こちら

■ 汚職防止対策等検討会では議員への報酬条例を改訂
し、長期欠席の議員には報酬を不支払とする仕組み
を作りました。

詳しくは
こちら

■ 区民と共に議会へ「地方自治法第百条に基づく汚職事
件に関する調査特別委員会（百条委員会）」の設置と、
その構成員として「無所属会派議員を認める事を求め
る請願書」を提出 ⇒ 汚職防止対策等検討会が発足し
無所属として唯一のメンバーに任命

■ 共産党会派との連名で「榎本区議に対する辞職勧告
決議」提出 ⇒ 本人より辞任届が提出され辞職

詳しくは
こちら

各種メディアに
コメント掲載されました

（フジテレビ 2022年7月31日）



　国、地方議会、業者、契約担当者間における汚職事件が相次いでいます。江東
区でも議員が絡むあっせん収賄事件が発生した事は許しがたく、悔しい思いです。
しかし、不祥事が起きたときこそが再発防止策を講ずる好機であるため、年に一度
の貴重な一般質問の場を使って以下を提言し、実現させる事ができました。

一般質問と回答全文は
ブログにて公表しております︕

詳しくは下記URLへ
https://sannohe-aya.com/archive/1974/

一般質問の場では「検討を進める」という回答が殆どであったものの、後日開
催された不正行為等防止検討委員会にて協議が進み、実施の方向性が示される事
になりました。しかしながら、これだけ制度を変えたとしても、談合などの不正行為
を完全に防ぐ入札等契約の仕組みづくりは非常に困難であるとされています。何よりも
大切なのは、権限を不正に行使する議員或いは区長の政治倫理を正す事です。そのために、
私は当選させて頂いた当初から政策として掲げている「政治倫理条例」の制定を進めます。

これは、今から約 2500年前に生きた孔子の言葉（論語）の格言です。行政を律する立場である
議員として区民の皆様からの信頼を失墜させた事件を重く受け止め、私は引き続き” 未来に
ツケをまわさない” 行財政改革に取り組んで参ります。

　この度、地域政党に所属する一議員と
して記録を綴った本『情報オープン・し
がらみフリーの新勢力』を執筆しました。
(私は160 ページから165 ページを担当
させて頂きました。) 国政政党とは一線を
画し、しがらみのない立場から行財政改
革・議会改革に取り組む全国の仲間の
地方議員と共に紹介されています。是非
お手にとってお読み下さい︕

著書を出版いたしました
　子どもが長年待機児童となった経験や保育
士としての視点から、毎年無料の保活相談会
を実施しております。江東区では今年初めて
待機児童数がゼロとなりましたが、希望する
保育園に入れるか否かは依然として地域毎に
状況が異なっています。保活講習会では、保
育園申し込みの際のポイントを含め、毎年の
認可保育園の入園枠などの変動情報など、江
東区における全体的な現状と課題をお伝えさ
せていただきました。江東区地区別の課題に
ついての資料はブログにて公表しております。

オンライン保活相談会を
実施しました

　江東区文化センター・豊洲文化センター
の 2箇所にて、子どもの為の救命講習を開
催しました。子連れ OK で終始和気藹 と々
した雰囲気の中、消防隊員の方から心配
蘇生や異物除去等の手法をご教示頂くこ
とができました。帰り際にご参加頂いた
皆さまから「凄く良かった︕」と嬉しいお
声がけもあり、今後は年に一度の定期開
催を目指して参ります。ご協力頂いた深川

消防署並びに豊洲
出張所の消防隊員
の皆さま、ありが
とうございました。

救命講座を実施しました

主な活動実績（2022年6月後半～2022年12月前半）
● 令和 4 年度は厚生委員会と防災・まちづくり対策委員会へ
の所属が決定

●補正予算 (第一号 ) 審査を傍聴
●プールカードのオンライン化を江東区教育委員会に要望
●ユニバーサルマナー検定 2級の筆記試験で満点取得し合格
●第 16 回豊洲プロギングを開催（約10kg のゴミを回収）
●上田令子都議と共に日本財団母乳バンクを視察
●所得制限撤廃を求めて Twitter で繋がった皆様との意見交換
会に参加

●練馬区光が丘夏の雲小学校にて環境学習を視察
●令和 4 年度予算審査特別委員会にてキャッシュレス決算にお
けるポイント還元事業について、高校生等医療費助成の無償
化と所得制限撤廃を含めた少子化対策について質疑

6月

●日本社会福祉士会全国大会に、社会福祉士・精神保健福祉士
としてオンライン参加

●第五大島小学校にて環境学習を視察
●東京都へ要望した豊洲六丁目点字ブロック配置の実施が決定
●第二大島中学校 竣工視察
●江東区文化センターにて第1回子どもの為の救命講習を開催
●第1回地下鉄 8号線沿線まちづくり構想策定ワークショップを
視察

●豊洲文化センターにて第 2回子どもの為の救命講習を開催
●26日(火 ) 発売の週刊女性「スケートボードのマナー問題」記事
にコメントが掲載

●東京都主催スケートボード体験会を視察
●区議逮捕の件について FNN プライムオンラインの取材を受
ける

7月

●読売新聞記事「議会の重鎮をあっせん収賄容疑で逮捕」に
コメント掲載

●全区立小学校を対象に水筒の中身調査に加えてラッシュガー
ド着用の可否について調査を実施し結果を公表

●東陽 4 丁目交差点北側エスコートゾーン上の穴について東京
都に補修依頼

●三好 2丁目歩道の修繕要望
●第 17回豊洲プロギングを開催（10.5kg のゴミを回収）
●東砂第二郵便局前の点字ブロックの修繕要望
●「所得制限により児童手当不支給となった子ども達への独自
支援」を求める区長宛請願書を提出

●「子どもの荷物が重すぎる問題」に関して先月改めて教育長
宛に請願書を提出

●有明親水海浜公園内にてスケートボード利用を抑止する物理
的な突起物等の設置対応を依頼

●所得制限撤廃を求めるTwitterスペースに参加

8月

●小名木川クローバー橋付近歩道にて完了した路面表示設置を
確認し今後の安全対策について協議

9月

●第 3回江東区議会汚職防止対策等検討会に参加
●東京ユナイテッドの試合を観戦
●第 4回江東区議会汚職防止対策等検討会に参加
●第 18 回豊洲プロギングを開催（約 4kg のゴミを回収）
●第 40 回江東区民まつりに参加
●第 5回江東区議会汚職防止対策等検討会に参加
●元区議の教育委員再任に反対を表明
●第 1回オンライン保活相談会を実施
●在京三戸会に参加
●韓国蔚山 (ウルサン )広域市から視察で来日した南区議会議員と交流
●第 2回オンライン保活相談会を実施
●地下鉄 8夢まちトーク@南陽小学校に参加

10月

●目黒区教育委員会主催 社会教育講座「スケートボードの魅力と今後ど
うなっていくのか？」に参加

●神戸市にて開催された地域政党サミットに参加
●開園前の夢の島スケートボードパークを視察
●東陽小学校にてユニバーサルデザイン出前講座を視察
●トーア南晴海マンションにて実施された炊き出し (防災訓練 )に参加
●上田令子都政報告会に参加
●オープン2日目を迎えた夢の島スケートボードパークを視察しヒアリング
を行う

●有明西学園前区道沿いでのポール設置作業を依頼

11月

●第 40 回江東区障害者福祉大会に参加
●12 月 6日付東京新聞に実名コメントが掲載
●「議員推薦メモ」の存在を追及しブログを更新
●第 19 回豊洲プロギングを開催（約 5kg のゴミを回収）

12月

詳しくは
こちらへ ➡
詳しくは
こちらへ ➡

●江東区における所得制限額超過世帯は約 8,500 世帯となり、およそ 6
人に1人の割合で児童手当廃止となる事が判明

●請願書の提出により原則だった毎日の Chromebook 持ち帰りルール
が変更される

●木場公園 (多目的広場 )にて江東区総合防災訓練を見学
●榎本雄一区議会議員の辞職勧告決議を共産党会派と連名で議長に提
案する

●第 1回江東区議会汚職防止対策等検討会に参加
●豊洲 6 丁目 TOKYO SPORT PLAYGROUND のフィナーレイベントにて
夢の島スケートボードパークの宣伝を依頼し、掲載の様子を確認

●「不正癒着を徹底撲滅するための行財政改革について」一般質問で登壇
●星野区議の一般質問に関して、東京新聞にコメントが掲載される
●第２回江東区議会汚職防止対策等検討会に参加
●小金井市議会が実施している市民と議会の懇談会に参加
●議長並びに星野区議に対し同性愛者への差別的発言の撤回と謝罪を
申し入れる

不正癒着を徹底撲滅！一般質問で要望した8つの事項について

利害関係者からの不当又は威圧的な働きかけがあった際の
記録制度の構築について、他自治体を参考に記録制度を導入す
る方針が示されました。また、この質疑と回答が令和4年9 月
21日付東京新聞 日刊地方面にて報道されました。

実現！実現！
の貴重な一般質問の場を使って以下を提言し、実現させる事ができました。

利害関係者からの不当又は威圧的な働きかけがあった際の
記録制度の構築について、他自治体を参考に記録制度を導

現現現！！！ 江東区職員を外部圧力から守る

「口利き記録制度」の創設

他自治体において係長級の職員が理不尽な要望を受けたとい
う調査結果があるものの、議員との接触は通常管理職である
ことや、委託事業者を決定する際の最終決定は課長職以上の
職員である事を理由に、実施はされませんでした。

実現ならず

https://sannohe-aya.com/archive/1974/https://sannohe-aya.com/archive/1974/

他自治体において係長級の職員が理不尽な要望を受けたとい
う調査結果があるものの、議員との接触は通常管理職である

ならずらずら 部課長級のみならず

職員全員へアンケート調査の実施

管理職（部長・課長級）け相談窓口が設置され、令和 4 年10月
17日より運用が開始されています。

実現！実現！
日付東京新聞 日刊地方面にて報道されました。 職員である事を理由に、実施はされませんでした。

（部長・課長級）け相談窓口が設置され、令和 4 年10月

現現現！！！ 職員が相談できる

匿名性の高い内部通報制度の構築
江東区では、業務委託や物品調達契約の入札の予定価格は事
後も含めて非公表とされています。情報を非公表にすると、
役所から情報を得ようとする官製談合につながる可能性があ
ります。事後公表については検討されているものの、業務委
託契約の希望型指名競争入札案件のうち、予定価格が大きい
ものについては入札前に予定価格を公表する方針が明らかと
なりました。

一
部実現！
職員である事を理由に、実施はされませんでした。

江東区では、業務委託や物品調達契約の入札の予定価格は事
後も含めて非公表とされています。情報を非公表にすると、
役所から情報を得ようとする官製談合につながる可能性があ

現！ 入札が終わり次第

予定価格・最低制限価格を公表

総合評価方式により恣意的な業者選定を防ぐ事が期待されま
す。同様に、予定価格が大きいもの等を対象に一定の資格や
条件を満たした業者が参加を申し込むことができる「制限付
き一般競争入札」 または「希望型指名競争入札」を導入する
方針が示されました。

実現に向けて

検討中！
実現に向けて

検討中！

より運用が開始されています。

総合評価方式により恣意的な業者選定を防ぐ事が期待されま
す。同様に、予定価格が大きいもの等を対象に一定の資格や
条件を満たした業者が参加を申し込むことができる「制限付

向向向けけけててて

中中中！！！中！中中中！中！中！中中中！中 人件費割合の高い請負契約に関する

総合評価方式を導入

入札及び契約の運用状況等について確認や検証を行う第三者
機関（入札監視委員会）を設置する方針が示されました。

実現に向けて

検討中！
実現に向けて

検討中！

なりました。

入札及び契約の運用状況等について確認や検証を行う第三者
機関（入札監視委員会）を設置する方針が示されました。

向向向けけけててて

中中中！！！中！中中中！中！中！中中中！中 区民や業者が通報できる

窓口や入札監視委員会を設置

入札制度では区民の税金が使われているにも関わらず、その
制度に対する区民の関心が薄い事を懸念しています。情報漏
えい等のリスクが極めて大きいとして区民を委員に入れる方
針はないとしていますが、第三者機関として学識経験者を含
めた入札監視委員会の設置の方針が打ち出されました。

一
部実現！
方針が示されました。

入札及び契約の運用状況等について確認や検証を行う第三者
機関（入札監視委員会）を設置する方針が示されました。

検検検

入札制度では区民の税金が使われているにも関わらず、その
制度に対する区民の関心が薄い事を懸念しています。情報漏
えい等のリスクが極めて大きいとして区民を委員に入れる方

現！ 区職員のみで構成されている「契約・入札制度改善検討委員会」に

学識経験者や区民も委員に加えて第三者的視点を担保

情報を受け付ける窓口 ( 経理課契約係 ) や「談合情報対応
マ ニュアル」に定める対応手順の概要等について、区民・事業
者への周知を図る事が決定し、令和4年11月29日より江東区
ホームページに掲載されました。

実現！実現！
機関（入札監視委員会）を設置する方針が示されました。

情報を受け付ける窓口 ( 経理課契約係 ) や「談合情報対応
 ニュアル」に定める対応手順の概要等について、区民・事業

者への周知を図る事が決定 日より江東区

現現現！！！ 区民や事業者に対し

談合情報相談窓口の周知を徹底

過ちて改めざる、是を過ちと謂う
（間違う事が悪いのではなく、それを反省して改めない事が間違いなのだ）

一般質問の場では「検討を進める」という回答が殆どであったものの、後日開
催された不正行為等防止検討委員会にて協議が進み、実施の方向性が示される事
になりました。しかしながら、これだけ制度を変えたとしても、談合などの不正行為
を完全に防ぐ入札等契約の仕組みづくりは非常に困難であるとされています。何よりも

めた入札監視委員会の設置の方針が打ち出されました。

メンッ︕と総括



　国、地方議会、業者、契約担当者間における汚職事件が相次いでいます。江東
区でも議員が絡むあっせん収賄事件が発生した事は許しがたく、悔しい思いです。
しかし、不祥事が起きたときこそが再発防止策を講ずる好機であるため、年に一度
の貴重な一般質問の場を使って以下を提言し、実現させる事ができました。

一般質問と回答全文は
ブログにて公表しております︕

詳しくは下記URLへ
https://sannohe-aya.com/archive/1974/

一般質問の場では「検討を進める」という回答が殆どであったものの、後日開
催された不正行為等防止検討委員会にて協議が進み、実施の方向性が示される事
になりました。しかしながら、これだけ制度を変えたとしても、談合などの不正行為
を完全に防ぐ入札等契約の仕組みづくりは非常に困難であるとされています。何よりも
大切なのは、権限を不正に行使する議員或いは区長の政治倫理を正す事です。そのために、
私は当選させて頂いた当初から政策として掲げている「政治倫理条例」の制定を進めます。

これは、今から約 2500年前に生きた孔子の言葉（論語）の格言です。行政を律する立場である
議員として区民の皆様からの信頼を失墜させた事件を重く受け止め、私は引き続き” 未来に
ツケをまわさない” 行財政改革に取り組んで参ります。

　この度、地域政党に所属する一議員と
して記録を綴った本『情報オープン・し
がらみフリーの新勢力』を執筆しました。
(私は160 ページから165 ページを担当
させて頂きました。) 国政政党とは一線を
画し、しがらみのない立場から行財政改
革・議会改革に取り組む全国の仲間の
地方議員と共に紹介されています。是非
お手にとってお読み下さい︕

著書を出版いたしました
　子どもが長年待機児童となった経験や保育
士としての視点から、毎年無料の保活相談会
を実施しております。江東区では今年初めて
待機児童数がゼロとなりましたが、希望する
保育園に入れるか否かは依然として地域毎に
状況が異なっています。保活講習会では、保
育園申し込みの際のポイントを含め、毎年の
認可保育園の入園枠などの変動情報など、江
東区における全体的な現状と課題をお伝えさ
せていただきました。江東区地区別の課題に
ついての資料はブログにて公表しております。

オンライン保活相談会を
実施しました

　江東区文化センター・豊洲文化センター
の 2箇所にて、子どもの為の救命講習を開
催しました。子連れ OK で終始和気藹 と々
した雰囲気の中、消防隊員の方から心配
蘇生や異物除去等の手法をご教示頂くこ
とができました。帰り際にご参加頂いた
皆さまから「凄く良かった︕」と嬉しいお
声がけもあり、今後は年に一度の定期開
催を目指して参ります。ご協力頂いた深川

消防署並びに豊洲
出張所の消防隊員
の皆さま、ありが
とうございました。

救命講座を実施しました

主な活動実績（2022年6月後半～2022年12月前半）
● 令和 4 年度は厚生委員会と防災・まちづくり対策委員会へ
の所属が決定

●補正予算 (第一号 ) 審査を傍聴
●プールカードのオンライン化を江東区教育委員会に要望
●ユニバーサルマナー検定 2級の筆記試験で満点取得し合格
●第 16 回豊洲プロギングを開催（約10kg のゴミを回収）
●上田令子都議と共に日本財団母乳バンクを視察
●所得制限撤廃を求めて Twitter で繋がった皆様との意見交換
会に参加

●練馬区光が丘夏の雲小学校にて環境学習を視察
●令和 4 年度予算審査特別委員会にてキャッシュレス決算にお
けるポイント還元事業について、高校生等医療費助成の無償
化と所得制限撤廃を含めた少子化対策について質疑

6月

●日本社会福祉士会全国大会に、社会福祉士・精神保健福祉士
としてオンライン参加

●第五大島小学校にて環境学習を視察
●東京都へ要望した豊洲六丁目点字ブロック配置の実施が決定
●第二大島中学校 竣工視察
●江東区文化センターにて第1回子どもの為の救命講習を開催
●第1回地下鉄 8号線沿線まちづくり構想策定ワークショップを
視察

●豊洲文化センターにて第 2回子どもの為の救命講習を開催
●26日(火 ) 発売の週刊女性「スケートボードのマナー問題」記事
にコメントが掲載

●東京都主催スケートボード体験会を視察
●区議逮捕の件について FNN プライムオンラインの取材を受
ける

7月

●読売新聞記事「議会の重鎮をあっせん収賄容疑で逮捕」に
コメント掲載

●全区立小学校を対象に水筒の中身調査に加えてラッシュガー
ド着用の可否について調査を実施し結果を公表

●東陽 4 丁目交差点北側エスコートゾーン上の穴について東京
都に補修依頼

●三好 2丁目歩道の修繕要望
●第 17回豊洲プロギングを開催（10.5kg のゴミを回収）
●東砂第二郵便局前の点字ブロックの修繕要望
●「所得制限により児童手当不支給となった子ども達への独自
支援」を求める区長宛請願書を提出

●「子どもの荷物が重すぎる問題」に関して先月改めて教育長
宛に請願書を提出

●有明親水海浜公園内にてスケートボード利用を抑止する物理
的な突起物等の設置対応を依頼

●所得制限撤廃を求めるTwitterスペースに参加

8月

●小名木川クローバー橋付近歩道にて完了した路面表示設置を
確認し今後の安全対策について協議

9月

●第 3回江東区議会汚職防止対策等検討会に参加
●東京ユナイテッドの試合を観戦
●第 4回江東区議会汚職防止対策等検討会に参加
●第 18 回豊洲プロギングを開催（約 4kg のゴミを回収）
●第 40 回江東区民まつりに参加
●第 5回江東区議会汚職防止対策等検討会に参加
●元区議の教育委員再任に反対を表明
●第 1回オンライン保活相談会を実施
●在京三戸会に参加
●韓国蔚山 (ウルサン )広域市から視察で来日した南区議会議員と交流
●第 2回オンライン保活相談会を実施
●地下鉄 8夢まちトーク@南陽小学校に参加

10月

●目黒区教育委員会主催 社会教育講座「スケートボードの魅力と今後ど
うなっていくのか？」に参加

●神戸市にて開催された地域政党サミットに参加
●開園前の夢の島スケートボードパークを視察
●東陽小学校にてユニバーサルデザイン出前講座を視察
●トーア南晴海マンションにて実施された炊き出し (防災訓練 )に参加
●上田令子都政報告会に参加
●オープン2日目を迎えた夢の島スケートボードパークを視察しヒアリング
を行う

●有明西学園前区道沿いでのポール設置作業を依頼

11月

●第 40 回江東区障害者福祉大会に参加
●12 月 6日付東京新聞に実名コメントが掲載
●「議員推薦メモ」の存在を追及しブログを更新
●第 19 回豊洲プロギングを開催（約 5kg のゴミを回収）

12月

詳しくは
こちらへ ➡
詳しくは
こちらへ ➡

●江東区における所得制限額超過世帯は約 8,500 世帯となり、およそ 6
人に1人の割合で児童手当廃止となる事が判明

●請願書の提出により原則だった毎日の Chromebook 持ち帰りルール
が変更される

●木場公園 (多目的広場 )にて江東区総合防災訓練を見学
●榎本雄一区議会議員の辞職勧告決議を共産党会派と連名で議長に提
案する

●第 1回江東区議会汚職防止対策等検討会に参加
●豊洲 6 丁目 TOKYO SPORT PLAYGROUND のフィナーレイベントにて
夢の島スケートボードパークの宣伝を依頼し、掲載の様子を確認

●「不正癒着を徹底撲滅するための行財政改革について」一般質問で登壇
●星野区議の一般質問に関して、東京新聞にコメントが掲載される
●第２回江東区議会汚職防止対策等検討会に参加
●小金井市議会が実施している市民と議会の懇談会に参加
●議長並びに星野区議に対し同性愛者への差別的発言の撤回と謝罪を
申し入れる

不正癒着を徹底撲滅！一般質問で要望した8つの事項について

利害関係者からの不当又は威圧的な働きかけがあった際の
記録制度の構築について、他自治体を参考に記録制度を導入す
る方針が示されました。また、この質疑と回答が令和4年9 月
21日付東京新聞 日刊地方面にて報道されました。

実現！実現！
の貴重な一般質問の場を使って以下を提言し、実現させる事ができました。

利害関係者からの不当又は威圧的な働きかけがあった際の
記録制度の構築について、他自治体を参考に記録制度を導

現現現！！！ 江東区職員を外部圧力から守る

「口利き記録制度」の創設

他自治体において係長級の職員が理不尽な要望を受けたとい
う調査結果があるものの、議員との接触は通常管理職である
ことや、委託事業者を決定する際の最終決定は課長職以上の
職員である事を理由に、実施はされませんでした。

実現ならず

https://sannohe-aya.com/archive/1974/https://sannohe-aya.com/archive/1974/

他自治体において係長級の職員が理不尽な要望を受けたとい
う調査結果があるものの、議員との接触は通常管理職である

ならずらずら 部課長級のみならず

職員全員へアンケート調査の実施

管理職（部長・課長級）け相談窓口が設置され、令和 4 年10月
17日より運用が開始されています。

実現！実現！
日付東京新聞 日刊地方面にて報道されました。 職員である事を理由に、実施はされませんでした。

（部長・課長級）け相談窓口が設置され、令和 4 年10月

現現現！！！ 職員が相談できる

匿名性の高い内部通報制度の構築
江東区では、業務委託や物品調達契約の入札の予定価格は事
後も含めて非公表とされています。情報を非公表にすると、
役所から情報を得ようとする官製談合につながる可能性があ
ります。事後公表については検討されているものの、業務委
託契約の希望型指名競争入札案件のうち、予定価格が大きい
ものについては入札前に予定価格を公表する方針が明らかと
なりました。

一
部実現！
職員である事を理由に、実施はされませんでした。

江東区では、業務委託や物品調達契約の入札の予定価格は事
後も含めて非公表とされています。情報を非公表にすると、
役所から情報を得ようとする官製談合につながる可能性があ

現！ 入札が終わり次第

予定価格・最低制限価格を公表

総合評価方式により恣意的な業者選定を防ぐ事が期待されま
す。同様に、予定価格が大きいもの等を対象に一定の資格や
条件を満たした業者が参加を申し込むことができる「制限付
き一般競争入札」 または「希望型指名競争入札」を導入する
方針が示されました。

実現に向けて

検討中！
実現に向けて

検討中！

より運用が開始されています。

総合評価方式により恣意的な業者選定を防ぐ事が期待されま
す。同様に、予定価格が大きいもの等を対象に一定の資格や
条件を満たした業者が参加を申し込むことができる「制限付

向向向けけけててて

中中中！！！中！中中中！中！中！中中中！中 人件費割合の高い請負契約に関する

総合評価方式を導入

入札及び契約の運用状況等について確認や検証を行う第三者
機関（入札監視委員会）を設置する方針が示されました。

実現に向けて

検討中！
実現に向けて

検討中！

なりました。

入札及び契約の運用状況等について確認や検証を行う第三者
機関（入札監視委員会）を設置する方針が示されました。

向向向けけけててて

中中中！！！中！中中中！中！中！中中中！中 区民や業者が通報できる

窓口や入札監視委員会を設置

入札制度では区民の税金が使われているにも関わらず、その
制度に対する区民の関心が薄い事を懸念しています。情報漏
えい等のリスクが極めて大きいとして区民を委員に入れる方
針はないとしていますが、第三者機関として学識経験者を含
めた入札監視委員会の設置の方針が打ち出されました。

一
部実現！
方針が示されました。

入札及び契約の運用状況等について確認や検証を行う第三者
機関（入札監視委員会）を設置する方針が示されました。

検検検

入札制度では区民の税金が使われているにも関わらず、その
制度に対する区民の関心が薄い事を懸念しています。情報漏
えい等のリスクが極めて大きいとして区民を委員に入れる方

現！ 区職員のみで構成されている「契約・入札制度改善検討委員会」に

学識経験者や区民も委員に加えて第三者的視点を担保

情報を受け付ける窓口 ( 経理課契約係 ) や「談合情報対応
マ ニュアル」に定める対応手順の概要等について、区民・事業
者への周知を図る事が決定し、令和4年11月29日より江東区
ホームページに掲載されました。

実現！実現！
機関（入札監視委員会）を設置する方針が示されました。

情報を受け付ける窓口 ( 経理課契約係 ) や「談合情報対応
 ニュアル」に定める対応手順の概要等について、区民・事業

者への周知を図る事が決定 日より江東区

現現現！！！ 区民や事業者に対し

談合情報相談窓口の周知を徹底

過ちて改めざる、是を過ちと謂う
（間違う事が悪いのではなく、それを反省して改めない事が間違いなのだ）

一般質問の場では「検討を進める」という回答が殆どであったものの、後日開
催された不正行為等防止検討委員会にて協議が進み、実施の方向性が示される事
になりました。しかしながら、これだけ制度を変えたとしても、談合などの不正行為
を完全に防ぐ入札等契約の仕組みづくりは非常に困難であるとされています。何よりも

めた入札監視委員会の設置の方針が打ち出されました。

メンッ︕と総括
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2022年後期活動報告

日頃より江東区政に関心をお寄せ頂きありがとうございます。
当選以降「不公平・不平等に立ち向かう」信念を貫き、
無所属議員としてしがらみなく日々活動しております。
本会報では2022年6月後半から2022年12月前半までの
活動を報告させて頂きます。

　去年（令和 3 年度）ふるさと納税制度により約 40 億円もの税金
が江東区から他の自治体に流失した事が明らかとなりました。40
億円という税金は、小学校の校舎建設費用に匹敵する額です。大
切な財源を失い続けてしまう恐れがあるため、江東区としてのふる
さと納税の充実化が課題となっています。

9月に開催された決算審査において多くの議員が江東区が実施
するふるさと納税の改善を求めましたが、
江東区長は「江東区は返礼品が無い」「返礼
品競争には加担しない」と主張しています。
　私は「江東ブランドなど、江東区の魅力は
いくらでもあるし、シティプロモーションと
して考え直すべきだ」と説得を試みました。
区民の皆さまはどの様に思われますか。

　自民党会派幹事長を務め
ていた榎本雄一区議 ( 現在は
辞職 ) があっせん収賄の疑い
により 2022 年 7 月 30 日に
逮捕、同年 8 月 19 日に起訴

されました。本事件では、榎本区議が業務委託契約に係る機
密情報を区職員より聞き出し、賄賂を収受したとされていま
す。区議会議員として行政を監視し律する立場にあるにもか
かわらず、その権限を、自己の利益追及に利用するなど言語
道断です。私はすぐさま「議会による権能を駆使して本件の
実態を明らかにし、二度とこの様な事が起こらないクリーン
な江東区議会を目指す必要がある」と声明を発表。その後、
右記の活動を主体的に行って参りました。
　また、一般質問を通じて「税金と職員を不正行為から守る行政制度（その仕組みづくり）」と「談合を防止する入札制度」を要望し、
8つの要望事項のうち7つが実現、或いは実現の方向性が示されました。（詳しくは中面へ︕）

公式サイト Twitter

日々の活動を
下記にて配信中！

元江東区議会議長によるあっせん収賄事件発覚

江東区には”返礼品が無い”！？
ふるさと納税のあり方に意義あり！

2021年4月に開始されたGIGA スクール 構 想に伴 い、
Chromebook が配布された翌月から取り組んで参りました「子ど
もの荷物が重すぎる問題」について進展がありました。置き勉だけ
ではこの問題に対応しきれないことから、区内在住の保護者の方
がお声を上げて下さり Chromebook 自体の持ち帰り頻度を変え
る等を求める請願書を教育長に提出して参
りました。その結果、端末を毎日持ち帰る原
則ルールを無くし、特に低学年においては数
日に 1 度の持ち帰りとするよう工夫を周知す
る旨が明らかとなりました。併せて、学校の
持ち物としてランドセル以外のリュックの
利用も可能である旨が今後入学案内等にお
いて改めて明記される事になりました。

子どもの重すぎる荷物問題に朗報
Chromebookの持ち帰りルールが変わりました！

江東 自江東 自

さんのへ あや（三戸安弥）
平成元年生まれ。社会福祉士・保育士・精神保健福祉士。
インターナショナルスクールバンコク卒、上智大学社会福祉
学科卒。総合商社勤務を経て2019年 4月に無所属で出馬し
初当選1期目。二児の母。子育て奮闘中！

ごあいさつ

江東・自由を守る会
さんのへ あや１期目のあゆみと実績１１１１１１１１期期期期期期期期目目目目目目目目ののののののののあああああああああゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆみみみみみみみみみみみみとみととみととみととととととととと実績実績実績実績実績実績実績実績
2019年 ～～～～5月 12月 一人会派を貫き、 無所属として活動をスタート一人会派を貫き、 無所属として活動をスタート一人会派を貫き、 無所属として活動をスタート一人会派を貫き、 無所属として活動をスタート
所属委員会…厚生委員会、 オリンピックパラリンピック推進特別委員会

✓横断防止柵や路面標識の設置を進める

✓『政治山』 新人議員特集に掲載される

江東区議会史上初の平成生まれの区議が誕生！

✓区内在住外国人向けに英語で避難情報な
どを発信

✓トイレの開放をアリオ北砂と交渉し快諾される

台風19号発生！台風19号発生！

✓児童相談所・一時保護所、 豊島区 （行財政
改革） ゆたかカレッジ （障がい者大学）、 放課
後等デイサービス

主な視察先主な視察先

✓母親の為の護身術講座を開催

✓対面式保活相談会を開催

✓全区立小学校にて持参できる水筒の中身を
調査

子ども・子育て支援子ども・子育て支援

✓元議員の教育委員会委員への天下りに反対表明

✓費用弁償廃止に向け全議員宛に意見書を提出

早速始まった議会改革早速始まった議会改革 ■保育園へのAED設置補助実施の充実化

■外国籍への子どもに対する支援

■ケアラー（介護者）支援

■防災行動計画、避難所利用計画の策定

<一般質問の抜粋①>

質問数は 11項目︕ 江東区議会で
初めて”ヤングケアラー”について
触れ、支援を求めました

質問回答全文はこちら
費用弁償とは…
議員が議会に出席する度にもらえる交通費(3,000円/日)の
こと。私は廃止に向けて区民と活動すると共に、これまで支給
された費用弁償合計38万4,000円を区外へ寄付しています。

2020年 ～～～～1月 12月 前代未聞のコロナ禍到来。区民の安全と生活のために全力！前代未聞のコロナ禍到来。区民の安全と生活のために全力！前代未聞のコロナ禍到来。区民の安全と生活のために全力！前代未聞のコロナ禍到来。区民の安全と生活のために全力！
所属委員会…文教委員会、 防災まちづくり交通対策特別委員会

✓江東区給付金 ・助成金問合先一覧を作成し公表

活動が制限される中でも懸命に働きました

✓区認可保育園における育児休業延長に関す
る申し入れ

✓教職員の在宅勤務を求める請願書

✓東京都ベビーシッター利用支援事業の認定
基準見直し

提出した主な要望・請願書

✓すみだ国際学習センター、 小河内ダム

主な視察先

✓2020年8月よりゴミ拾い活動を開始、計46kgを
回収

プロギング活動記録

✓認可保育園選考に係る AI システム導入の予
算化が実現

✓全区立小学校にて持参できる水筒の中身を調査

✓オンライン上で保活相談会を開催

子ども・子育て支援子ども・子育て支援

✓議員選出監査委員の後任人事に反対表明

✓冷感タオル配布事業（補正予算4号）にたった1
人反対

諦めずに議会改革！諦めずに議会改革！

■江東区役所の障がい者法定雇用率未達成を

指摘、 障がい者雇用の促進を求める

■高齢者への生活実態調査、 熱中症対策

■入札に係る指名業者選定委員会設置を要望

<一般質問の抜粋②>

費用対効果を無視した税金の無駄
遣いを無くし、熱中症から区民を守
りたい一心でした

質問回答全文はこちら

所属委員会…文教委員会、 防災まちづくり交通対策特別委員会

✓こうとう区報にHTML化により情報バリアフリー化
を実現

✓東陽町駅ホームドアの早期設置を実現
✓妊婦へのワクチン優先接種
✓点字投票に使用できる新しい点字器を設置

取り組みが徐々に身を結び始めました

✓全小中学校における置き勉実施を求める要望書
✓視覚障害者と共に国 ・ 都 ・ メトロ宛にホーム
ドア設置を求める請願書を提出

提出した主な要望・請願書

✓ケアホーム西大井こうほうえん、障害児保育園ヘレン、
NPO法人Alon Alon

主な視察先

✓豊洲6丁目にて計63.5kgのゴミを回収

プロギング活動記録

✓ランドセルの中身が重い報告を受け、 いち早く
「置き勉」 調査を全校にて実施

✓全区立小学校にて持参できる水筒の中身を調査
✓選択制オンライン授業の実施
✓保育士試験に合格
✓オンライン上で保活相談会を開催

子ども・子育て支援子ども・子育て支援

✓慣例化している議長の 1年交代に反対
✓委員会定数削減の議案に反対
✓委員会のリモート開催について意見書を提出し実現

まだまだ続く議会改革！まだまだ続く議会改革！

2021年 ～～～～1月 12月 一人でも多くの区民に寄り添うために、常に学び、働く。一人でも多くの区民に寄り添うために、常に学び、働く。一人でも多くの区民に寄り添うために、常に学び、働く。一人でも多くの区民に寄り添うために、常に学び、働く。

■ PTA適正化、活性化を求めて入会届の整備を要求

■庁内事務集約型 ・ 会計年度任用職員制度の

活用による障がい者雇用促進の提唱

■不正癒着を撲滅する為に様々な行財政改革を提唱

<一般質問の抜粋③>

障がい者雇用の改善を求めて3年目、
ついに要望が受け入れられました︕第二
子妊娠中、臨月で一般質問に臨みました。

質問回答全文はこちら

2022年 ～～～～1月 12月 不正癒着の撲滅に取り組む、唯一無二の議員として不正癒着の撲滅に取り組む、唯一無二の議員として不正癒着の撲滅に取り組む、唯一無二の議員として不正癒着の撲滅に取り組む、唯一無二の議員として

■職員を圧力から守る為に「口利き記録制度」を提唱

■匿名性の高い通報制度の構築

■請負契約に対する総合評価方式の導入

■区民や業者が通報できる窓口の設置

<一般質問の抜粋④>

質問項目を不正癒着を無くすための
行財政改革一本に絞り、多くの要望
が採用されました

質問回答全文はこちら

所属委員会…厚生委員会、 防災まちづくり対策特別委員会

✓江東区の障がい者雇用促進に向け、悲願のオフィ
スサポート設置が実現

✓スケートボードパーク設立に関して厳しく調査・追及
し反対を表明

✓精神保健福祉士に合格

1期目の集大成！とことんやります

✓国、都、区宛に子育て世帯への所得制限撤廃を求
める請願書

✓都宛に子どものマスク着用の自由を求める請願書
✓豊洲6丁目における点字ブロック配置を求める請願書

提出した主な要望・請願書

✓愛知県犬山市、浦安市スケートボードパーク、兵庫県
神戸市

主な視察先

✓豊洲6丁目にて計52.5kgのゴミを回収

プロギング活動記録

✓調査により江東区の児童6人中1人が所得制
限により児童手当不受給である事が明らかに

✓水筒の中身調査に加え、 ラッシュガード着用につ
いて全校調査

✓母乳バンクを紹介・ドナーに登録
✓小児・乳児のための救命講習会を各地で開催
✓オンライン上で保活相談会を開催

子ども・子育て支援子ども・子育て支援

✓不正癒着を防止する取り組みを多数実現し東
京新聞、 読売新聞等にて報道される

✓議員選出監査委員任命に反対表明

議会改革でも大きな実り議会改革でも大きな実り

To Be 
Continued…⁉

2019年5月～2022年11月までの
委員会・議会での発言数

計266
情報開示請求した公文書枚数

計3,223
都・区に提出した要望書

計13 質疑動画は
こちら ➡

詳しくは
こちらへ ➡

悪習を「断つ」ための取り組みについて悪習を「断つ」ための取り組みについて
■ 議長並びに区議会議員全員に対し「江東区議会議員の

政治倫理に関する条例制定（政治倫理条例）」を意見書
を通じて提案 ⇒ 次期検討項目事項となりました︕

詳しくは
こちら

■ 汚職防止対策等検討会では議員への報酬条例を改訂
し、長期欠席の議員には報酬を不支払とする仕組み
を作りました。

詳しくは
こちら

■ 区民と共に議会へ「地方自治法第百条に基づく汚職事
件に関する調査特別委員会（百条委員会）」の設置と、
その構成員として「無所属会派議員を認める事を求め
る請願書」を提出 ⇒ 汚職防止対策等検討会が発足し
無所属として唯一のメンバーに任命

■ 共産党会派との連名で「榎本区議に対する辞職勧告
決議」提出 ⇒ 本人より辞任届が提出され辞職

詳しくは
こちら

各種メディアに
コメント掲載されました

（フジテレビ 2022年7月31日）
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