
液体ミルクにはメリットがたくさん！

■発行元／お問い合わせ

国内外旅行者に対する観光・
交通案内など

空港・主要駅・会場周辺駅

競技会場や選手村など

3万人

災害時の緊急輸入スキームを開始！（6月～）

東京都
●被災地情報の収集
●国に救援物資として
   緩和措置を要請

イオン株式会社
●海外メーカーから調達
●空輸の手配
●通関・保管・配送

北海道胆振東部地震（9月）
1,050本

小池百合子衆院議員(当時)主導で
フィンランドから緊急輸入

粉ミルクしか母乳代替の「選択肢がない」
※国の法令で「粉ミルク」しか認めていなかった。
（「乳児用調製粉乳」しか定義がなかった）

東京都議会議員（八王子市選出）

1982年6月生まれ、36歳。八王子市横山町在住。東京大学大学院 都市工学専攻修士卒。総合商社にて食料
部門・化学品部門・ドイツ駐在。2017年7月より東京都議会議員。都市整備委員会・議会改革検討委員会。

滝田やすひこ
都民ファーストの会 東京都議団

乳児用液体ミルクの推進

都民ファーストの会
東京都議団

12：30～14：00

滝田やすひこ

プロフィール
（たきたやすひこ）滝田やすひこ

水・温め・手間要らず手を洗う

手を洗う

液体ミルク

粉ミルク

開封し乳首を付ける 授乳

粉を測って哺乳瓶に 70℃の湯で溶く 授乳水を足して規定量に 人肌まで冷ます

衛生的

●滅菌済み
●菌混入リスクが低い
●飲み切りタイプ

●調乳の5分を省略
●おでかけの荷物が減る
●誰でもすぐあげられる

育児補助 災害対策

●水、燃料の確保が不要
●ストレスによる母乳不足に
●お母さんの不安の軽減

都市ボランティア（東京都）

大会ボランティア（組織委員会）

内容

観客へのサービスや競技運
営・メディアのサポートなど

場所

募集

内容

場所

募集 8万人

❶ライブサイト
都が実施。井の頭公園など
都内8か所を予定。

平昌五輪のライブサイト（2/11視察）

ラグビーワールドカップ

2019

9/20～11/2

しかし、日本では… 2016年熊本地震

西日本豪雨被災地（7月）
2,100本要請

供給

供給

供給

ついに、法令上は国内製造・流通が可能に！
（8月、国が省令改正「乳児用調整液状乳」を定義）

国政で研究会立ち上げ

New!

都 政 報 告 会

■場 所 ： レストラン 「SCENE（シーン）」
■住 所 ： 八王子市明神町4-7-15 B1階
■費 用 ： 3,000円程度（※実費清算）

１周年ランチ報告会  開催

12月15日土 内容
（予定）

100歳大学
来春2019年4月、開講。首都大の教育資源を活かす。
人生100年時代の学びと活動の場づくりに挑戦。

現場で仲間と学ぶ
フィールドワーク
ゼミナール

文理融合の多彩な
カリキュラム

学部生向け講座も
聴講可能（一部）

緑豊かなキャンパス
図書館・学食の利用
専用ラウンジ

学んだことをコミュニティ活動などで
社会に活かす仕組みを

都としても支援していく方針

局長
答弁

講演会・模擬授業など 開講記念イベントを開催中

小論文及び面接

１年間
※週3～4日程度の通学を想定
 （4月～翌年3月が在学期間）

20万円※年額
（入学料はなし） 在学期間受講料

（授業料)

募集人員 入学選考
（概要）

入学選考の出願を受付中 ●2018年12月4日必着

都 政 レ ポ ー ト

〒192‐0073 八王子市寺町43‐9中銀八王子マンシオン201号室

TEL:090-6345-6077 FAX:042-633-4994

滝田やすひこ 検索
J R 中 央 本 線

三崎町

八王子駅

セレオ八王子北館

北口

三井住友銀行
●

●東急スクエア

●東横イン寺町

滝田やすひこ事務所

駅から徒歩8分
N

国

道

16

号
野

猿

街

道

2018年秋拡大号

Email: info@yasuhiko-takita.com

●ファミリーマート

お気軽に
ご意見お寄せください！

第2次（先着）
2019年1月19日から

２０２０大会の運営や
ボランティアなどを、
シミュレーションする
機会でもあります。

チケット一般販売

来秋開催

知って
　ほし

い

50名程度

液体ミルク

3月
都議会で
質問

New!

決定

調整中

2020

ボランティアの募集が始まりました！（12月初旬まで）
スクリーンでの競技中継会場を拡大

都政報告（昼食付き）

ワークショップ

メール・FAXにて参加受付中！

❷コミュニティライブサイト
区市町村の実施を都が支援。
放映権の調整中。

“アジア初開催”
盛り上げましょう！

オリンピック・パラリンピック

12:30～13:15

13:15～14:00

首都大学東京 南大沢キャンパス

平昌五輪を視察。大会会場
以外でも機運醸成・まちの
中での雰囲気づくりが重要。
東京大会で区市町村がスク
リーン中継を実施できるよ
う仕組みを整えています。



 1. 新国立競技場の整備
 2. 外環道 中央-大泉の整備
 3. 緑地の総量確保
 4. 総合物流ビジョン
 5. ヒートアイランド対策
 6. 照明の省エネ化
 7. 道路・河川空間の活用
 8. 公園の多面的活用
 9. 都市づくりのグランドデザイン
 10.  都営・メトロのサービス一元化
11. 地下鉄駅空間の質向上

12. 選手村での先進モデルづくり
　　（水素活用と新交通BRT整備）

13. 自動運転車と都市づくり
14. 多摩都市モノレールの経営強化
15. 都市農地の保全
16. 都市計画の広域調整の推進
　　（区域マス改定・立地適正化計画）
17. 多摩イノベーション交流ゾーン調査
18. 緑の確保に向けた総合方針の改定
19. 鉄道ネットワーク整備の具体化調査
　　（多摩モノ延伸・空港アクセス線など6路線）
20. 多摩地域のホームドア整備

21. 都立公園の改革
　　（都市戦略の位置づけ・民間活用に向けた調査）
22. 首都大学東京での100歳大学の実現
23. 八王子産業交流拠点と多摩の産業振興
24. 自動運転車時代の都市構造
25. ニュータウン鑓水地区の開発
26. 築地再開発（広域計画・鉄道新線・舟運）

6月委員会で審議・提案 「築地再開発のまちづくり方針」審議が本格化

6月議会で条例成立

障がい者差別防止に向けた条例

代表質問で提案 条例化へ

都独自の児童虐待防止条例の制定へ

●保育所●幼稚園
●小中高等学校

敷地内全面禁煙
（屋外喫煙所も不可）

●老人福祉施設
●ホテル●飲食店
●事務所●鉄道など
従業員あり：禁煙または喫煙室設置可
従業員なし：禁煙または喫煙

ベイエリア
ビジョン作成

丸の内

銀座

お台場 ビッグサイト

築地

選手村

豊洲市場
有明アリーナ
他競技会場

2km

2017年7月～2018年6月：一般質問・都市整備委員会・決算委員会

さまざまな配慮が必要ですが、東京の未来に資する前向きな話であり、
20～30年後に良いまちづくりができたと言われるよう、検討を深めます。

インクルーシブな環境づくり

●過去最大の対策予算を確保
　（H28年度比1.6倍の1,576億円）　
●保育所整備・保育士の待遇補助
●ベビーシッター利用補助を新設
●妊娠・出産・子育てまで切れ目ない支援

成
果

実
施
済
み

視覚が不自由な方に
読み上げソフトやタブ
レットを使って学習で
きるようにする

身体が不自由な方に
スロープやエレベー
ターを設置して移動
ができるようにする

■本会議・委員会での発言テーマ

築地市場跡地

豊洲への移転 解体し、オリンピック
運営に暫定利用

新たな都市づくりスタート
（現在、方針検討中）

銀座至近
広大な23ヘクタール

2018年10月 2018年～2020年 2020年以降

●都および民間事業者による、
　障がいを理由とする差別を禁止。
●「合理的配慮」の提供を義務付け。
●広域相談員と紛争解決機関を設置。

人に焦点をあてた施策展開東京から待機児童を無くす

広域的視点で東京の
価値を上げる必要

横断的な推進体制が必要

都心・築地・臨海部を結ぶ
鉄道網を検討すべき

「東京の水辺を取り戻す」舟運と
水辺の活用に挑戦すべき

子ども達の未来を守る

●子どもを虐待から守る条例を制定する方針
●警察との共有範囲拡大
　・ハイリスク案件は全件共有する
●児童相談体制の強化に向けた緊急対策
　・早期発見のための医療機関等との連携強化
　・児相の人員拡大・採用制度の拡充
　・安全確認行動指針の策定
　・LINEによる簡易な相談ルート確保
※虐待から子どもを救う取組みには党派を
　超えて迅速に対応します。

通報
189

（いちはやく）

近くの児童相談所に
つながります（匿名可）
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H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年

10年ぶりの
水準に

待機児童は前年比 3割減の5,414人
 （2008年以来の水準）

待機児童数の推移

6月議会で成立屋内施設が
原則禁煙なります！受動喫煙防止条例  

●屋内施設の原則禁煙化
●立場の弱い、子どもや
　従業員を守る
●飲食店も85%を対象とする
　（国基準では半数が対象外）

条例概要 受動喫煙の問題点 スケジュールポイント1 ポイント2 ポイント3

働く人や子どもの
受動喫煙を防ぐ

日本の受動喫煙対策は
世界最低レベル！※ 条例施行までの流れ

●年間死亡者1.5万人
●肺がんや脳卒中など発症
 　リスク1.3倍

北京 08年 分煙化
バンクーバ 10年 禁煙化
ロンドン 12年 禁煙化
ソチ 14年 禁煙化
リオ 16年 禁煙化
平昌 18年 分煙化

条例施行までの流れ

喫煙者や飲食店経営者の
ご不安について

●都内喫煙者は約14%（都の調査）
●屋内喫煙室や公共の
　屋外喫煙所の設置に対して、
　都が補助を実施予定。
●平等な競争環境を保ち、
　特定の飲食店に有利不利が
　働かないようにする。

受動喫煙防止条例による
対策範囲

都条例

飲食店の85%が
禁煙対象に

飲食店の規制対象範囲

国改正案

飲食店の45%が
禁煙対象に

乳幼児
突然死症候群
（SIDS)
4.7倍

脳卒中
1.3倍

肺がん
1.3倍

虚血性
心疾患
1.2倍

臨海部から築地までの
ベイエリアビジョン作成へ

都市整備局長をトップに
都庁内の横断検討会を設置

開発動向などを勘案しながら、
検討熟度を上げるよう取り組む

舟運・バス・地下鉄などの交通結節点
を検討すべき有識者会議答申

提案 方針

方針提案

提案

提案

※世界保健機関（WHO）の評価

五輪開催地は対策が進む

解 説 　合理的配慮の例

方針

方針

2018年
6月

都議会提出

可決成立

条例の一部施行①

2019年
9月

条例の一部施行②

a.学校・病院・児童福祉施設等、
　行政機関
b.店頭表示ステッカーの義務化

2020年 罰則適用も含めた全面施行
※改正法の施行日に準ずる

都・都民・保護者等の責務等

今後も市民の皆さんとの対話を
しっかり行いながら、
積極的に議会と委員会にて
発言して参ります！

東京 親と子の
相談ほっとLINE


