いたくら美千代レポート

２０１１年
去後、駒本小は砂を入れ替え、

放射能測定

0.
08μSvに、窪町小は0.
22μSv

さらにきめ細かく

になったとの報告。他の区立小
中学校砂場は、10月24日以降測
定の予定です。
放射能汚染から区民の健康を

の情報提供があり、区が改めて

守るのは、行政の最も大事な役

測定した結果、駒本小毎時0.
91

割です。徹底した調査と除染対

μSv、窪町小0.
44μSv
（各地上

策で、区民の不安に応えるよう

５c
m）を測定。両校では砂を除

要求していきます。

「
「原 発 い ら な い 」と６万人集う
９月19日、作家の大江

新宿駅など３コースに

健三郎さんらが呼び

分かれ、 道行く人も

かけた、「さような

巻き込みながらパレー

ら原発」 集会が明

ドしました。

治公園で行われ、

《私たちは、原発

中央広場に入りきれ

からすみやかに撤
私も参加しました

退し、自然エネルギー
の導入をめざします。
》

園などを埋め尽くすなど
老若男女６万人がつどいました。

いたくら美千代事務所にて
（水道１丁目）

松聲閣残し活用を
新江戸川公園内「松聲閣」は、老朽
化（築86年）と耐震性の問題で、06年
度以降利用が休止になっていました。
区は昨年12月、「民間のアイディアと
力を借り、歴史性を生かしつつ、魅力
ある施設として再整備する」として、
施設整備設計と新たな事業導入を一体
として行う事業者を提案方式で募集し
ましたが、採用事業者はありませんで
した。
今後は、庁内の関係部署で検討組織
を作り、協議するとしています。

区民の命とくらし守る区政に!

Ｂ ぐる目白台･小日向走ります

思い思いのプラカード、横断
幕等を掲げ、「原発いらない、

２路線目が年内運行に向け、秒読み段階です。バス
停の名称も含め国に認可申請中で、認可後は、29か
所のバス停整備工事を行い、発車です。

子どもを守れ」と唱和しながら



いたくら美千代活動日誌

②

河川改修大会、
スマイルキッズ江戸
川橋保育園訪問
５日 後援会役員会
③
６～９日 長崎での原
水禁大会参加④
11～12日 やまびこ荘、新潟の母訪問③
17日 「総合評価制度」申し入れ
18日 生保相談、絶対高さ制限学習会
19日 白山の郷訪問、ボウリング大会
22～24日 議員団合宿会議
26日 議員団会議
28日 地蔵通り朝市宣伝、軟式野球大会、
区防災訓練
29日 財政問題学習
30日 議員団会議

９月
１日 議員団会議
２日 議員団会議、高さ
制限学習会
３日 党会議
④
４日 文釣連はぜ供養
６日 江戸川橋交番前朝宣伝、議員団会議
９日～第３回定例議会始まる
13日 本会議場で一般質問
15日 災害対策委員会
16日 地域振興委員会
17日 区高さ制限説明会
19日 明治公園さよなら原発集会に参加
20日 決算委員会打ち合わせ
21日 文教委員会で認証保育所保育料軽減

議案審査
22～24日 決算打
ち合わせ
25日 地蔵通り朝
市宣伝
27、 28日 総務区
民委員会
30日 本会議、決算理事会

放射能汚染対策について
７月22日区議団独自で、区内６

下水道管の整備と関口２、３丁目・
小日向台地への雨水浸透ます設置
は計画の前倒しを。

か所の公園の放射線量測定した結

入札・契約について

果、六義公園入り口横の植え込み
の地上５㎝で毎時0.
24
μSvを計測。

旧五中体育館改修工事は区外業

区独自に放射線測定器を購入し、

者、六中改築工事は大手企業で、

学校や幼稚園、保育園、通学路な

ともに予定価格の70％弱で落札。

どきめ細かに調査し、線量低減・

最低制限価格制度を導入し、失格

除染等対策を強化すること。食品

ラインを設ける等の改善を図り、

や水の規
制値は子

「総合評価方式」は、区内・区外
業者の差別化が必要です。

どもはよ

商店街振興について

り厳しく
設定する
⑤

10月
１日 金富小運動会、バザー実行委員会
２日 小日台小運動会、消費税なくす会全
国総会
３、４、６、７日 決算委員会
８日 小日台幼稚園運動会
９日 後楽幼稚園運動会、区民弓道大会
11～13日 決算委員会
14日 議員団会議、祭り鉢洗い、バザー実
行委員会
15日 根津・千駄木下町祭り、水道保育園
運動会
16日 後 援 会 湯 河 原
みかん狩り⑤
17日 本 会 議 定 例
会終了
⑥
18日 江 戸 川 橋 朝 宣
伝、議員団会議、運転免許更新
20日 エルムンド小石川見学
21日 議員団会議
22日 エコリサイクルフェア
23日 地蔵通り朝市宣伝、区民剣道大会
25日 '
12年予算要望書区長に提出⑥

こと。

震災対策･局地的豪雨対策

一般質問するいたくら区議

認証保育所保育料の軽減
区長は、認可保育園の不足を認
証保育所誘致により待機児童対策
を推進したことから、保育料は渋

プレミアム付き商品券は、他区

谷、中央区などで実施しているよ

では２～５億円規模での発行を支

うに、応益負担ではなく、応能負

援。区の補助金拡大、敬老祝い品

担（認可保育園並の所得に応じた）

など区の事業との連携で商店街支

保育料と

避難場所となる学校の防災機能

援を。３商店街での宅配事業も福

すべき。

強化を急ぎ、自家発電装置や耐震

祉分野との連携等、区事業として

保育園面

貯水槽の設置、３日分の食料の備

継続・発展を。真砂市場改修工事

積基準緩

は、早期に方針の明確化を。

和反対。

蓄を。トイレ、階段など施設のバ
リアフリー化を急ぎ、特養ホーム
等を福祉避難所に位置付ける検討
を。避難所開設時の責任者の明確
化、帰宅困難者対策。
音羽１丁目の水害根絶のために、



８月
１～２日 全国地方議員研修会
３日 議員団長会議に出席

４日

第三回定例会で区長に質問（9.
13）

期待される雨水浸透
ます（上富士で）

７月
６日 新福祉センター説明会
８日 後援会会議
10日 地 蔵 通 り 朝 市
宣伝
11日 都市計画審議
会傍聴
①
12日 議案提案打ち
合わせ
13日 区長申し入れ
14日 中小企業家同友会の学習会参加
17日 ソフトボール大会、礫南夏祭り①
19日 議員団会議
22日 茗荷谷駅宣伝、区内放射線測定
23日 食の安全学習会
24日 小日向地域で宣伝
25日 町会ラジオ体操
26日 議員団会議、消費税学習会
27日 区商連、中小企業家同友会と懇談
28日 文京建設業協会、東京土建と懇談
29日 平和行進参加②
31日 新婦人のつどい
に参加

事前に電話でご予約下さい。
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窪町小砂場の放射線量が高いと

江戸川橋
エレベーター

10月27日

メトロ本社では担当者
が入れ替わり、白子慎介
広報部社会活動推進担当
課長ら 3名が対応しまし
た。
現在、「改良建設部設計
課が、地権者と建築細部
の微調整等具体的な詰め
の段階での交渉中」との

メトロに要請

回答で、 開設時期の明
言はありませんでした。
地域の皆さんと一緒
に運動を始めて20年以
上。もう待てない、メ
トロの知恵と努力で早
く地権者と合意し、 利
用できるよう強く要請
しました。



10月17日、区民から駒本小と

ない人たちも周辺公
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