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原発再稼働に ノー！

ノー！

原発からの撤退を

６月29日20万人、
７月６日15万人が大
飯原発再稼働許すな
と首相官邸を包囲。
怒りの声は強くなる
ばかりです。その大
きな抗議の声も首相
には「大きな音」、
民の声を騒音としか
受け止められないとは本当に異
常です。
作家の落合恵子さんの「大飯
原発が再稼働したからといって、
私たちは決してあきらめない、
ひるまない、後ずさりしない」

旧五中横服部坂のがけ

どんなことでも
お気軽にご相談ください

法律･生活相談
いたくら美千代事務所にて

（水道１丁目）

防災計画の見直し急げ

76私も参加しました

との発言は勇気がでます。
具体的な根拠や安全対策も示
さず「事故を防止できる」と強
弁する政府・野田首相に、再稼
働は「ノー」、原発からの撤退
を突き付けましょう。

松聲閣改修

松聲閣は、２年前に「すでに
筋交いで補強するというレベル
ではなく、基礎からやり変えな
ければならない」という調査結
果が出ています。

早期に
具体化を

区の計画では設計に２年間要
し、その後に改修工事となれば
大地震が来なくても「座して死
を待つ」ことになりかねません。
一刻も早く着手し、地域の皆
さんの要望でもある集会所とし
て、また新たに防災機能を持つ
施設ともなるよう、引き続き区
に働きかけていきます。

４月18日、東京都防災会議
は「首都直下地震等による被
害想定の見直し」を発表。文
京区の被害は、07年度と比較
して死者数は3.
24倍の253人、
全壊建物も1.
37倍の3602棟と
なり、区民のいのちと財産を
守る区地域防災計画の早期見
直しと、以下の点を要求しま
した。
①原子力災害編の計画化。
②急傾斜地崩壊危険個所（48
か所）、その下の避難施設
（学校等）の緊急調査。
③ホテル・旅館・寺院・大学
等と協定結び避難所に。３
日分の非常食備蓄を。
④特養ホームや障害者施設を
福祉避難所に。
⑤中高層マンションの震災対
策の実態調査。
⑥ 消防団の所持する資器材
の増強を都に求めること。
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②

①

代表質問提出、生活相談
音羽中学校運動会
社会福祉協議会へ相談
江戸川橋駅宣伝、議員団会議
松聲閣周辺調査
区民ゲートボール大会
江戸川橋駅交番前で桑名さんと宣伝、第２
回定例議会開会本会議、演説会
９～10日 餃子祭り参加
11日 本会議いたくら代表質問（～13日本会議）
13日 区役所前で宣伝

14日 災害対策特別委員会
15日 地域振興特別委員会
16日 小石川４丁目障害者施設説明会
後援会役員会
東京土建文京支部60周年
17日 地蔵通り朝市で宣伝
18日 生活相談、西村議員ご尊父通夜
19日 文教委員会傍聴
20日 厚生委員会傍聴、江戸川橋交叉点で宣伝、
避難所運営協議会
21日 護国寺駅頭宣伝、委員会準備
22日 総務区民委員会
23日 明治公園「怒りの大集会」
地蔵通りで消費税増税反対宣伝
24日 地域で対話・宣伝活動
25日 茗荷谷駅頭で消費税増税廃案訴え
26日 江戸川橋交叉点で宣伝
定例会最終日本会議
27
日 防災課長聞き取り、
東京平和委員会へ
28
日 レポート原稿作り、
地域会議
29日 桑名文彦さんと地
域回り
30日 区政報告会 ③

③

江戸川橋駅宣伝、ルイージ（ねこ）治療、
メーデー参加、生活相談
４～５日 ル治療、ル夜天国へ
７日 道路課長に聞き取り
８日 江戸川橋駅宣伝、議員団会議
９日 地域振興特別委員会視察打ち合わせ
10日 小石川消防団表彰祝賀会
11日 水防訓練
12日 文京女性団体連絡会総会、後援会役員会
13日 地蔵通り朝市宣伝、文
京後援会総会、マンショ
ン紛争会議
14日 条例提案会議、みどり
公園課長聞き取り
15
日 高齢政策課長聞き取り、
議員団会議
16日 地域振興特別委員会中
央区・品川区視察 ①
18日 茗荷谷駅宣伝、総務区民委員会理事会
19日 障害者施設説明会、西江戸川町会総会

19～20日 やまびこ荘、母を訪問
20日 小日水町会総会
21～23日 質問準備
24日 議員団会議、各界連絡会会議
25日 アカデミ
ー評議委員会、東大分院跡地説明会
27日 消防団合同点検
28日 特養ホーム入所相談
30日 都区制度改革学習会、
区商連懇親会
31日 議員団会議、白山ひか
り保育園、グループホー
ム内覧会 ②
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事前に電話でご予約下さい。

社会保障改悪
許せない！消費税増税、
国会
軽視の

民・自・公の３党密室談合

民主・自民・公明３党が「密
げない」との自らの公約
室談合」を重ね、衆議院で消費
も破るもので、許せませ
税を10％に引き上げ、社会保障
ん。
の大改悪を押し付ける「一体改
また３党合意で、社会
革」関連法案を強行採決したこ
保障の基本的理念を投げ
とに怒りの声があがっています。 すて、医療や年金、介護、
「増税されたら廃業しかない」
、
生活保護などの各分野に
「震災復興に冷や水を浴びせる」 「自己責任」をもちこみ、
など増税反対の世論は日本中に
社会保障の解体をすすめようと
あふれています。「４年間は上
しています。くらしも日本経済

623 明治公園怒りの大集会

も壊す消費税増税、反対の世論
で廃案に追い込みましょう。

2012年第２回定例会で、

区長･教育長に質問しました
◆区民のくらし、営業を苦しめ
る消費税増税に反対を
◆首都直下地震を想定した文京
区防災計画の見直しを急いで
◆給食・食材の放射能測定の拡
充、区施設での再生可能エネ
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夏号

江戸川橋駅
エレベーター

設置にむけ進行中！

６月29日、メトロ本社に江戸川橋駅
へのエレベーター設置の進捗状況を聞
きました。設置に向けて進行している
ことは確認できましたが、「公表でき
るまでしばらくの猶予を」とのことで
す。朗報を早くお届けしたいです。

詳細は、このニュー
スまたは報告書、区
議会・区議団のＨＰ
でご覧ください

ルギーの活用を
◆民間委託など、区民サービス
削る「行革」見直しを
◆「共通番号（マイナンバー）」
制度、ＴＰＰ参加にどう対応
するのか
◆新江戸川公園内の松聲閣の改
修を急ぎ、集会施設の復活を

子育て支援
に逆行！

幼稚園、育成室保育料の値上げ
は撤回すべきです。詳細は中面
をご覧下さい。

