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岩田いくま（生真）略歴：昭和46年（1971年）生。都立西高、東京大学卒。

外資系コンサルティング会社勤務を経て、平成15年5月より杉並区議会議員。

令和元年5月より５期目。

趣味：バレーボール（大学時代は母校で部活動のコーチを行う）、読書。

家族：妻、長男（１６歳）、長女（１３歳）、次男（１１歳）。

４

区政や岩田いくまに対する質問・ご意見・ご要望をおきかせください。

ＦＡＸ：０３-３２４７-８６６０ もしくは Ｅ-Ｍａｉｌ：ｉｋｕｍａ＠ｇａｋｕｓｈｉｋａｉ．ｊｐ １

P.1 選挙結果／所属会派／所属委員会について

P.2 議会での活動（所属委員会での質疑等）につ

いて）

P.3 調査活動について

P.4 地域での活動について

P.4 意見交換会のご案内

４月に行われた区議会議員選挙におきまして、皆様方よりお力添えを頂きました

こと、心からの感謝を申し上げます。

皆様からいただいた新たな四年間、杉並区をより良くするために取組んでまいり

ます。引き続きご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。

所属会派所属会派所属会派所属会派

議会及び議員のあり方や区長の区政運営への対応、及び

政策の方向性を私なりに検討し、私を含む４名の議員で

「自民・無所属・維新クラブ自民・無所属・維新クラブ自民・無所属・維新クラブ自民・無所属・維新クラブ」を結成しました。また、会派の会派の会派の会派の

幹事長幹事長幹事長幹事長に就任しました。

なお、これは杉並区議会内での活動（所属会派）であり、政

党に関しては、私は引き続き無所属無所属無所属無所属です。

所属委員会所属委員会所属委員会所属委員会

今後１年間、総務財政委員会、道路交通対策特別委員会

及び議会運営委員会に所属して活動することとなりました。

会派メンバー（左から、藤本なおや議員（自民：５期）、

岩田いくま（無所属：５期）、松本みつひろ議員（維

新：１期）、小林ゆみ議員（無所属：２期））

杉並区議会議員選挙杉並区議会議員選挙杉並区議会議員選挙杉並区議会議員選挙 投票結果投票結果投票結果投票結果

当日有権者数 投票者数 投票率 うち期日前 投票者数に占

（人） （人） （％） 投票者数（人） める割合（％）

今回（平成３１年４月） 470,527 185,724 39.47 49,594 26.70

前回（平成２７年４月） 451,579 181,172 40.12 45,241 24.97

＜岩田いくまの得票結果＞

 得票数：２，８８９票（前回：２，６０８票）

 得票順位：２７位（前回：３２位）

（参考）立候補者数：７０名，当選者数：４８名

投票率が前回より下がってしまった投票率が前回より下がってしまった投票率が前回より下がってしまった投票率が前回より下がってしまったことは、

非常に残念に思います。

少しでも政治を身近なものとして感じていた

だけるよう、日々の情報発信や地域での活動

に引き続き取組んでまいりたいと思います。

次回の定例区議会（令和元年第３回定例会）は、９月１０日（火）開会予定です。次回の定例区議会（令和元年第３回定例会）は、９月１０日（火）開会予定です。次回の定例区議会（令和元年第３回定例会）は、９月１０日（火）開会予定です。次回の定例区議会（令和元年第３回定例会）は、９月１０日（火）開会予定です。

地域での活動地域での活動地域での活動地域での活動

今期最初の意見交換会ですので、新しい議会構成について説明させていただいた

後は、テーマを絞らず区政について自由にご意見を頂戴したいと思っております。

区政に関する
意見交換会
開催

（入場無料）

意見交換会の内容
 新生議会の構成新生議会の構成新生議会の構成新生議会の構成

 区政に関する自由な意見交換区政に関する自由な意見交換区政に関する自由な意見交換区政に関する自由な意見交換

 第７９回 ８月２８日（水） １９：００～２０：３０

久我山会館（久我山3-23-20） 第一・第二集会室

 第８０回 ８月３１日（土） １３：３０～１５：００

高井戸地域区民センター（高井戸東3-7-5） 第一集会室

ぜひご参加ぜひご参加ぜひご参加ぜひご参加

ください。ください。ください。ください。

今年も、小学校の運動会に向けた授業に、ゲスト

ティーチャーとして参加しました（打ち合わせを含

めて５回）。

また、３年ぶりに、知的障害を持つ人達へのス

ポーツ指導をしている立場から、中学校の道徳

授業にゲストティーチャーとして参加しました（打

ち合わせを含めて２回）。

小・中学校ゲストティーチャー小・中学校ゲストティーチャー小・中学校ゲストティーチャー小・中学校ゲストティーチャー

５月２９日（水）、区役所で行われた「震災救援所「震災救援所「震災救援所「震災救援所

救護・支援部長会」に参加救護・支援部長会」に参加救護・支援部長会」に参加救護・支援部長会」に参加し、災害時要配慮者支

援対策や、救護・支援部活動マニュアルの改訂に

ついて学びました。

今年１月には、災害時要配慮者支援に当たる者と

して必要となる「個人情報保護研修」も受講「個人情報保護研修」も受講「個人情報保護研修」も受講「個人情報保護研修」も受講しまし

たが、地域の一員として活動するなかで、より良い

震災救援所運営震災救援所運営震災救援所運営震災救援所運営

放課後子ども教室放課後子ども教室放課後子ども教室放課後子ども教室

区政とす

るために

何が必要

か、考え

ていきた

いと思い

ます。

非常に得難い経験を

させていただいてお

りますので、教育に教育に教育に教育に

当事者として関わる当事者として関わる当事者として関わる当事者として関わる

中での気付き中での気付き中での気付き中での気付きを、今

後も区政に反映して

いきたいと思います。

平成２９年度に立ち上げた小学校での「放課後子ども教室」も、

今年度で３年目となりました。

子供達の居場所づくり・多様な経験の場づくり

地域における多世代交流の場づくり

に自ら関わる中で、社会・経済情勢に応じた子育て・教育環境社会・経済情勢に応じた子育て・教育環境社会・経済情勢に応じた子育て・教育環境社会・経済情勢に応じた子育て・教育環境

のあり方や、子供を含めた地域で生活する方々の意識を、直のあり方や、子供を含めた地域で生活する方々の意識を、直のあり方や、子供を含めた地域で生活する方々の意識を、直のあり方や、子供を含めた地域で生活する方々の意識を、直

接感じ取る接感じ取る接感じ取る接感じ取ることが出来ます。

現実に即した施策を杉並区において実施できるよう、引き続き取組んでいきたいと思います。



６月１１日（火）、総務財政委員会が開催され、１５

本の議案審査と３件の報告聴取を行いました。

議会での議会での議会での議会での

活動活動活動活動

６月７日（金）、区立中学校で行われた「中学生が赤区立中学校で行われた「中学生が赤区立中学校で行われた「中学生が赤区立中学校で行われた「中学生が赤

ちゃんに出会う日」授業を参観ちゃんに出会う日」授業を参観ちゃんに出会う日」授業を参観ちゃんに出会う日」授業を参観しました。

当日は、中学３年生約７５名を対象に、計２５組の母子

が参加。当該授業には平成１５年に私自身も「赤ちゃん平成１５年に私自身も「赤ちゃん平成１５年に私自身も「赤ちゃん平成１５年に私自身も「赤ちゃん

の父親」として参加の父親」として参加の父親」として参加の父親」として参加しており(*3)、当時をなつかしく思い
出しながら参観をしました。

赤ちゃんとのふれあい授業赤ちゃんとのふれあい授業赤ちゃんとのふれあい授業赤ちゃんとのふれあい授業

調査活動調査活動調査活動調査活動

改築検討懇談会改築検討懇談会改築検討懇談会改築検討懇談会

５月２４日（金）、防災市民組織連絡協議会定時

総会に引き続き、防災講演会が開催されました

（於：セシオン杉並）。

テーマは、「守りたい人は誰ですか？ ～災害時

のノウハウを知って今から備える～」。

防災講演会防災講演会防災講演会防災講演会

核家族世帯が増える中で、中学生の時期に赤ちゃんやその保護者と接すること

は、命を尊重する態度や他者への思いやりの心を育む命を尊重する態度や他者への思いやりの心を育む命を尊重する態度や他者への思いやりの心を育む命を尊重する態度や他者への思いやりの心を育むうえで、非常に有用であ

ると考えております。また、多世代の交流多世代の交流多世代の交流多世代の交流により異なる価値観を知ることにもつ

ながり、あわせて将来の子育ての予備体験将来の子育ての予備体験将来の子育ての予備体験将来の子育ての予備体験ともなります。

学校関係者、児童館、保健センター、青少年委員、主任児童委員、地域の子育て支援団

体、そしてなにより乳児親子の参加という、多くの方の協力なくして成り立たない事業（授

業）ですが、１５年以上続いていることに敬意を表するとともに、区政に携わる一人として改

めて当該事業を応援していきたいと思います。

災害時の避難所運営においては、弱

者だけに我慢を強いない運営を行う必

要があります。

昨年は避難所運営ゲームに複数箇所

で取組みましたが、配慮が必要な方に対して必要

な支援は何か、知見を深めていきたいと思います。

５月１６日（木）、「第８回 区立富士見丘小・中学校

改築検討懇談会」を傍聴しました。

昨年（第７回）までは改築基本計画につい

ての議論でしたが、いよいよ設計業者も

決まり、基本設計についての議論が始ま

りました。

今年度の１年間かけて基本設計を行う予定となって

おり、随時改築検討懇談会も開催される予定です。

学校は、地域の共有財産学校は、地域の共有財産学校は、地域の共有財産学校は、地域の共有財産です。議論の経過を把握し、

必要に応じて議会で質問を行う(*4)ためにも、可能な

限り懇談会を傍聴したい

と思います。

総務財政委員会総務財政委員会総務財政委員会総務財政委員会

第２５号
第３４号  建築工事
第３５号  電気設備工事
第３６号  建築工事
第３７号  電気設備工事
第３８号  給排水衛生設備工事
第３９号  空気調和設備工事
第４０号
第４１号
第４２号
第４７号  建築工事
第４８号  電気設備工事
第４９号  空気調和設備工事
第５０号
第４３号

 中央図書館改修

 桃井第二小学校及び併設１施設環境整備工事
 一般会計補正予算

 事務手数料条例改正

 永福三丁目複合施設建設

 ⻄荻地域区⺠センター
 及び併設３施設改修

 柏の宮公園拡張整備工事
 高円寺中学校解体工事
 馬橋公園拡張用地の建物解体工事

審査を行った議案

杉並区では、予定価格１億５，０００万円以予定価格１億５，０００万円以予定価格１億５，０００万円以予定価格１億５，０００万円以

上の工事契約については、議会の議決対象上の工事契約については、議会の議決対象上の工事契約については、議会の議決対象上の工事契約については、議会の議決対象

となります（事前に落札事業者と仮契約を締結し、

議会において可決されて本契約となります）。

審査にあたっては、事前に各々の契約（及

び関連契約）について入札の経過を調査し

（インターネットで「入札（見積）経過調書」を見るこ

とができます）、また、現地の現状も視察した

うえで、

 契約に至る手続きや契約事業者、契約金

額は適正か

 関連工事の状況(*1)等を確認しました。

また、特に学校の工事においては、児童・生学校の工事においては、児童・生学校の工事においては、児童・生学校の工事においては、児童・生

徒の安全管理徒の安全管理徒の安全管理徒の安全管理に十分留意

するよう求めました。

(*1)例えば、永福三丁目複合

施設の給排水衛生設備工事

は、議決対象ではありません

が、審査段階において仮契約

が未成立でした。

報告された委員会所管事項

杉並区では５月２８日～６月２８日にかけて、

「ＡＩ(人工知能)及びＲＰＡ(*2)等の活用に係

る情報提供依頼（ＲＦＩ）」を、民間事業者等

に対して行いました（募集要項は区公式ＨＰに

掲載されました）。

 平成31年4月21日執行杉並区議会議員選挙の投・開票結果等について
 サウンディング型市場調査実施に係る基本指針の策定について
 情報化アクションプランの改定について

Ｐ．１参照

(*2)ＡＩ等の認知技術を活用して業務の自動化を行う仕組み

私自身、２年以上前からＲＰＡの導入を議会で訴えてきました私自身、２年以上前からＲＰＡの導入を議会で訴えてきました私自身、２年以上前からＲＰＡの導入を議会で訴えてきました私自身、２年以上前からＲＰＡの導入を議会で訴えてきましたの

で、こうした動きは歓迎しております。

一方で、今回報告された「杉並区情報化アクションプラン（令和元

～３年度）」（３月に行われた「区民等の意見提出手続」を経て策定）では、

ＡＩやＲＰＡ等による業務の効率化・利便性向上について、「令和２

年度まで検討、令和３年度に実施」となっております。

新たな情報技術の有効活用による行財政改革の推進を図る新たな情報技術の有効活用による行財政改革の推進を図る新たな情報技術の有効活用による行財政改革の推進を図る新たな情報技術の有効活用による行財政改革の推進を図るため、

「可能なものは、令和３年度まで待たずに前倒しでの導入・実施」

を求めました。
２

道路交通対策道路交通対策道路交通対策道路交通対策

特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会

６月１３日（木）、道路交通対策特別委

員会が開催され、５件の報告聴取を

行いました。

放射第５号線が６月８日（土）から供放射第５号線が６月８日（土）から供放射第５号線が６月８日（土）から供放射第５号線が６月８日（土）から供

用開始用開始用開始用開始されたことに関する報告に対し

て、「岩通通り（放射第５号線と久我山駅

を結ぶ道路）は朝夕の時間帯は車両通

行止めであるが、進入車両が散見さ

れる。放射第５号線開通を機に、警察

とも協議して規制の徹底を図っていた

だきたい」旨、求めました。

今回は、設計事業者選

定後、初の懇談会とな

りました。

なお、設計業務公募型

プロポーザルにおいて

各事業者から提案され

た内容のパネル展示も行うため、体育館で開催され

ました。

 妊婦体験

 沐浴人形での抱っこ体験

 班に分かれて、中学生と参加乳児親子が交流

当日の授業の流れ

(*3)この授業の経験も踏まえ、「子育てしやすいまちづくり」というテーマで平成１６年２月に議会質問を行っております。

(*4)昨年は、基本計画に関

する懇談会の傍聴を重ねる

中で、１１月に議会で質問を

行いました（右写真）。

中央図書館

馬橋公園拡張用地の解体予定建物

講師が産婦人科医でも

ある大学教授でしたの

で、主に妊産婦や乳幼妊産婦や乳幼妊産婦や乳幼妊産婦や乳幼

児に対する災害対応の児に対する災害対応の児に対する災害対応の児に対する災害対応の

課題や解決策課題や解決策課題や解決策課題や解決策が示され

ました。

なお、杉並区でも、妊娠

中の方、乳幼児がいる

ご家族の方に向けた

リーフレット（右写真）を作

成しております（区公式

HPから閲覧可能です）。

３


