
議員名 賛否 ご意見 ホームページ
千代田区（定数1）

くりした善行(民) http://kurishita-zenko.main.jp/
中央区（定数1）

岡田眞理子(民) http://okadamariko.com/
港区（定数2）

大塚たかあき(民) http://www.otsuka-t.jp/
きたしろ勝彦(自) 賛成 本会議・委員会においての発言を参照してください。 http://www.kitashiro.gr.jp/
新宿区（定数4）

いのつめまさみ(民)
今後の委員会での審議を経て、会派で決定してまいります。個人的な意
見は控えさせて頂きます。

http://www.inotume-masami.com/

大山とも子(共) 反対
知事は、「前と同じ」と述べました。都民の皆さんの大きな運動で否決に
追い込んだものと同じものを出すなど、とんでもありません。必要なこと
は子どもたち自身が判断できる力を身につけるようにすることです。

http://ohyama-tomoko.com/

吉倉正美(公) http://www.yoshikura.net/indexpc.html
吉住健一(自) 賛成 本会議・委員会において我が党の主張をお聞き取りください。 http://www.yoshizumi.jp/
文京区（定数2）

中屋文孝(自) http://www.nakaya.tv/
増子博樹(民) http://masuko.exblog.jp/
台東区（定数2）

中村明彦(民) http://www.tokyo-nakamura.com/
服部ゆくお(自) http://www.hattori.in/
墨田区（定数3）

小沢昌也(民) http://www.ozawa-masaya.com/
加藤雅之(公) http://www.komei.or.jp/km/tokyo-katou-masayuki/
桜井浩之(自) http://www.h-sakurai.jp/
江東区（定数4）

畔上三和子(共) 反対

いま都がやるべきことは、青少年健全育成条例改定ではなく、青少年が
性的自己決定能力や情報活用能力を身につけることができるようにす
る総合的施策であり、取締偏重ではなく青少年の人格形成を支援する
ことです。

http://www015.upp.so-net.ne.jp/koto_kameido/azegami-
hp/himawari-top.html

大沢昇(民) http://www.0038.jp/
木内良明(公) http://www.kiuchi-koto.com/

山崎一輝(自) 賛成
本会議・委員会において、都議会自民党の主張をお聞き取りいただきた
いと思います。

http://www.ikki-y.jp/

第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部の改正する条例」に関する都議会議員へのアンケート結果

※賛成・反対について無回答の方は、ご意見をいただいた場合でも「賛否」欄を空欄にしています。
※議員の方々のお名前については、東京都議会公式サイト上の選挙区別議員名簿での表記に準じました。
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品川区（定数4）

伊藤興一(公) http://www.koichi-ito.net/
神野吉弘(民) http://www.ykamino.org/
田中たけし(自) 不明
馬場裕子(民) http://www1.cts.ne.jp/~babayuko/
目黒区（定数3）

伊藤ゆう(民) http://uujiteki.com/
斉藤やすひろ(公) http://www.saitou-yasuhiro.com/
鈴木隆道(自) http://www.s-takamichi.com/
大田区（定数8）

遠藤守(公) http://endomamoru.com/

かち佳代子(共) 反対
本案は、ネット・ケータイ利用で家庭教育への行政の介入を招くなど、否
決された前回案と変わらない。まんが等の性描写の規制対象は前回よ
り拡大されており、認められません。

http://kachi-kayoko.way-nifty.com/weblog/

神林茂(自) 賛成
表現の自由を侵すものではありません。詳しくは、本会議・委員会にお
いて、我が党の主張をお聞き取り下さい。

http://www.s-kamibayashi.com/

鈴木章浩(自) http://www.akihiro3708.com/
鈴木あきまさ(自) http://akimasa.info/
田中健(民) http://www.tanaka-ken.jp/
藤井一(公) http://www.e-giin.net/fujii/
柳ヶ瀬裕文(民) http://yanagase.jugem.jp/
世田谷区（定数8）

栗林のり子(公) http://www.kurinori.net/

関口太一(民)
15日の本会議での採決に向けて、子供たちが健全に育つことの出来る
環境整備に最もしする条例にするために、全力で議論している最中で
す。

http://www.taichi-net.jp/

たぞえ民夫(共) 反対 都は都民の声を受け止め、今定例会では撤回すべきです。 http://www.jcp-setagaya.jp/tazoe/
中嶋義雄(公) http://www.komei.or.jp/km/tokyo-nakajima-yoshio/
西崎光子(ネ) 反対 規制強化では問題解決はできない。 http://nishizaki.seikatsusha.net/
花輪ともふみ(民) http://setagaya-hanawa.com/
三宅茂樹(自) 賛成 本会議、委員会において我が党の主張をお聞き取りください。 http://www.miyake.setagaya.tokyo.jp/
山口拓(民) http://takuchan.weblogs.jp/
渋谷区（定数2）

大津浩子(民) http://www.o2net.jp/
村上英子(自) http://www.murakamihideko.jp/
中野区（定数4）

川井しげお(自) http://loveandpeace.asia/shigeo/
高倉良生(公) http://www.takakura.tv/
西沢けいた(民) http://24zawa.jp/
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吉田康一郎(民)
６月の定例会で民主党が議論した内容が取り入れられているか精査が
必要。前回の案と比べると、改善され評価できる点もあるが、懸念すべ
き内容も残っている。不当な規制とならないよう求めていく。

http://k-yoshida.jp/

杉並区（定数6）

門脇ふみよし(民)
会派の結論が出ていない為、お返事することは出来ません。大変申し
訳ありません。

http://www.kaddy.jp/

早坂義弘(自) http://www.tokyo-hayasaka.com/
福士敬子（市） http://www.asahi-net.or.jp/~pq2y-fks/
松葉多美子(公) http://www.tamichan.net/

吉田信夫(共) 反対

青少年の健全育成のためには、一定のルールは必要であっても、表
現、出版への規制はできる限り抑制され、社会的合意と自主的規制が
重視されるべきです。また青少年の性的自己決定能力を高めることこそ
重視すべきです。条例は、こうした点で逆行するものです。

http://members.jcom.home.ne.jp/yoshidanobuo/

豊島区（定数3）

泉谷つよし(民) http://www.gotty.co.jp/
長橋桂一(公) http://www.komei.or.jp/km/tokyo-nagahashi-keiichi/
矢島千秋(自) 不明
北区（定数4）

大松あきら(公) http://www.komei.or.jp/km/tokyo-omatsu-akira/
高木けい(自) http://takagi.exblog.jp/
原田大(民) http://www.haradadai.net/
和田宗春(民) http://www.kitanet.ne.jp/~wadamune/toppage.htm
荒川区（定数2）

鈴木貫太郎(公) ★連絡がつかず、都議会公明党に送付しました。 http://www.kantarou.net/
たきぐち学(民) http://www.t-gaku.com/
板橋区（定数5）

菅東一(自) http://kan101.sakura.ne.jp/
くまき美奈子(民) http://www.kumaki-minako.jp/
橘正剛(公) http://tachibana-seigo.com/
土屋たかゆき(無(創)) http://www2u.biglobe.ne.jp/~t-tutiya/

古館和憲(共) 反対
今回の条例改定案は、表現の自由の萎縮につながりかねず、漫画等の
規制と青少年の心身の健全な成長との関係が科学的根拠に基づいて
いないという立場からいっかんして反対しています。

http://www.furudate-kazunori.jp/index.html

練馬区（定数6）

淺野克彦(民) http://asano-k.net/pc/
小林健二(公) http://kobaken-komei.com/
高橋かずみ(自) http://www.takahashi-kazumi.com/
中谷祐二(民) http://www.nakataniyuji.com/
野上ゆきえ(民) http://www.nogamiyukie.com/
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山加朱美(自) 賛成
都議会の本会議・常任委員会において我が党の主張をお聞き取り下さ
い。

http://www5b.biglobe.ne.jp/~coco2000/

足立区（定数6）

大島よしえ(共) 反対

６月都議会で否決された案と本質的には変わらないものです。青少年
がすこやかに成長する環境を整えるための一定のルールは必要です
が、表現・言論・出版の自由に及ぶ規制は必要最小限にしなければなり
ません。

http://www.y-ohshima.info/

大西さとる(民) http://onishi-satoru.jp/
鈴木勝博(民) 現在審議中のため、ご回答できません。申し訳ございません。 http://www.suzukikatsuhiro.net/
ともとし春久(公) http://www.tomotoshi-haruhisa.com/
中山信行(公) http://www.togikai-komei.gr.jp/giin/giin_nakayama.html
三原まさつぐ(自) http://www.mihara-togi.net/
葛飾区（定数4）

伊藤まさき(民) http://homepage2.nifty.com/itomasaki/
樺山たかし(自) http://blog.livedoor.jp/togikai/
佐藤由美(民) http://www.satoyumi.jp/
野上純子(公) http://www.togikai-komei.gr.jp/giin/giin_nogami.html
江戸川区（定数5）

上野和彦(公) http://www.ueno-net.com/
宇田川聡史(自) 賛成 本会議・委員会においての我が党の主張をお聞き取りください。 http://www.udagawa.tv/
笹本ひさし(民) http://www.sasayan.jp/top.html
田島和明(自) ホームページなし
田の上いくこ(民) http://www.ikuko-tanoue.com/
八王子市（定数5）

相川博(民) http://www.aikawa.ne.jp/
石森たかゆき(自) http://ishimori.org/

清水ひで子(共) 反対

昨今の有害図書の氾濫には女性としてもとても不愉快です。多くの保護
者たちがこどもに見せないようとりしまってほしい、と願う気持ちもわかり
ます。しかし、その実態をさらなる規制の強化により、取り締まるというこ
とには危惧の念を感じます。民主主義社会にとってふさわしいのかとい
うことを感じるからです。私達は、自主規制を強化していくだけの文化を
持っていると思います。文化国家にふさわしい自由と規制のバランスを
考えるべきだと思います。取り締まりは現在の法律でもできると思いま
す。

http://www.simizu-h.com/

滝沢景一(民) 結論が出ていないため、どちらか現時点ではお答えできません。 http://www.k-takizawa.com/
東村邦浩(公) http://www.k-higashimura.com/
立川市（定数2）

酒井大史(民) http://www.daishicomcom.com/
宮崎章(自) 賛成 本会議・委員会において我が党の主張をお聞き取りください。 http://www.a-miyazaki.net/
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武蔵野市（定数1）

松下玲子(民)

私個人としては12月9日に総務委員会で質疑を行いますのでそのやりと
りをもとに意思決定を行いたいと思います。問題があるという意識はもっ
ております。締め切り時間まででは審議が足りず、どちらかにチェックを
入れるということはできかねます。申し訳ございません。

http://www.m-reiko.com/

三鷹市（定数2）

中村ひろし(民) http://www1.parkcity.ne.jp/nach/
吉野利明(自) http://www1.parkcity.ne.jp/toshiaki/
青梅市（定数1）

山下ようこ(民) http://www.yamashita-yoko.com/
府中市（定数2）

小山くにひこ(民) http://www.koyama.be/
比留間敏夫(自) http://hiruma1040.fc2web.com/
昭島市（定数1）

星ひろ子(ネ) 反対 規制強化では問題解決はできない。 http://hoshi.seikatsusha.net/
町田市（定数3）

今村るか(民) ★連絡がつかず、アンケートをお送りできませんでした。 http://www.i-ruka.net/index.html
小磯善彦(公) http://www.koiso.org/
吉原修(自) http://blog.o-yoshi.com/o_yoshiwara/
小金井市（定数1）

西岡真一郎(民) http://homepage3.nifty.com/s-n/
小平市（定数2）

斉藤あつし(民)

「会派の賛否が私の意見ではない」というつもりはないので、15日の第4
回定例会最終日まで賛否はわからない、というものです。従って、ここで
賛成反対を言うつもりはありません。少なくとも私は現在(12/3）の時点
でこのような問いに答えるのは軽率かブラフと思いますので今チェックす
るのは無意味と考えます。

http://members.jcom.home.ne.jp/a-saitou/

高橋信博(自) http://www.nobuhiro-takahashi.net/
日野市（定数2）

新井ともはる(民) http://www.arai-tomoharu.com/
古賀俊昭(自) 審議途中のため、お答えできません。 ホームページなし
西東京市（定数2）

石毛しげる(民) http://www.ishige.info/
山田忠昭(自) http://www.yamadatadaaki.net/
西多摩（定数2）

島田幸成(民) http://www.yukinari-shimada.net/

林田武(自) 賛成
今回の条例案は「青少年の健全な育成」にとって必要なことだと思って
おります。

http://www.t-net.ne.jp/~hayashida/

南多摩（定数2）
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こいそ明(自) http://www.a-koiso.com/
しのづか元(民) http://www.shinogen.net/
北多摩第一（定数3）

佐藤広典(民) http://www.satohironori.com/
谷村孝彦(公) http://www.t-tanimura.net/
野田かずさ(自) ★連絡がつかず、アンケートをお送りできませんでした。 http://www.kazusa-noda.com/
北多摩第二（定数2）

興津秀憲(民) http://www.okitsu.info/
山内れい子(ネ) 反対 規制強化では問題解決はできない。 http://yamauchi.seikatsusha.net/
北多摩第三（定数2）

遠藤衛(自) 賛成 http://www.m-endou.jp/
尾崎大介(民) http://www.ozakidaisuke.com/
北多摩第四（定数2）

野島善司(自) http://www.nojizen.jp/
山下太郎(民) http://www.yamashitataro.com/
島部（定数1）

三宅正彦(自) 賛成 http://www.miyake-masahiko.jp/

【各党の略称について】
民＝都議会民主党
自＝東京都議会自由民主党
公＝都議会公明党
共＝日本共産党東京都議会議員団
ネ＝都議会生活者ネットワーク・みらい
市＝無所属(自治市民’93）
無(創)＝無所属(都議会日本創新党）
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