春日･後楽園駅前再開発事業すすむが

環境、防災、営業継続の支援―課題は未解決

はどうか、
近隣の住環境に与える影響
は、
また、
約 台の車が出入りする交通
障害はないか…課題は解決されている
とは思えません。
また、数十年に
わたって営業さ
れてきた事務所、
小売店などの借
家人への説明は、
まったく不十分
です。課題解決
が最優先です。
崩壊させる）ＴＰＰには反対です」。
また、都心部での太陽光の活用につ
いての質問に「公共施設への太陽光
パネルの大規模な設置は、特に問題
ないはず」―と答え、財政支援があ
れば東京でも普及できることが見え
てきました。その後、カルスト台地
の風力発電所のほか、小水力発電、
木質ペレット工場など、町の取り組
みを見学しました。
政府として「原発ゼロ」を決意し、
再生可能エネルギーに切り替える方
向に足を踏み出すことの大事さを確
認できました。

まんだち幹夫
かけある記
◆５月 日 礫川小の運動会。児童数
が増えて見応えがあります。騎馬戦は
圧巻。俊敏な動きは、さすがに子ども
です。楽しめました。
◆６月８日 区議会開催。午前、議会
運営委員会。午後、全員協議会、本会
議。区長提案の議案８件、事件案１件が
上程。今回も１件議員提案をしました。
夜、区民センターで
演説会でした。（写真＝
右から吉良、笠井、桑
名文彦衆院予定候補）
◆６月 日 私の所属する総務区民委
員会。真砂市場について、外国人登録
の廃止による外国人住民登録の件、コ
ミュニティーバスなどについて審議。
議案６件と請願４件の審議もあり５時
過ぎまでかかりました。

◆小竹ひろ子事務所

原発ゼロの日本へ
高知・梼原町の自然
エネルギー活用を視察

民主･
自民･
公明の
「談合政治」に怒りの声

向上に寄与する」と強弁。
受益者負担について「特定
のサービスを利用する方に
コストの一部を負担してい
ただくことにより、サービ
スを利用しない方との間の
負担の公平を図る」と言い
ました。社会保障とは何な
のか、税金の納め方と使い
方はどうあるべきか、が問
われています。
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再開発地域（破線内）

保護者、地域から反対の声広がる
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ということです。たしかに
両親とも常勤で働いている
のに「久堅」や「さしがや」
保育園に入れなかった話を
聞いていました。しかし、
これほど同じような方がい
たとは…。
区はこの先２年間で 人
以上の定員拡大をめざす方
向です。６月、指ヶ谷小学
校近くに、認可保育園「白
山ひかり保育園」（定員
名）が開設しました（上写
真）。９月には湯島に３～
５歳児の認可保育園が予定
されていますが、さらに急
いで増設が必要です。

白山ひかり保育園が開園したが
「保育計画」
の大幅見直しを

◆まんだち幹夫事務所
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梼原町は、四国山地の真ん中、愛
媛県境の ％が森林の町です。まず
役場を訪問し、矢野町長さんと一時
間にわたって懇談ができました。前
町長からエネルギーの自給化を追求
しており、町長はその政策を一気に
説明し、 その後質
問にも答えてくれ
ました。「まちづく
り計画をコンサル
タントに依頼せず、
町民参加で作成し
実践」「（農林業を

国会
軽視の
10

1300ｍのカルスト
台地につくられた
風力発電所

今年度、希望した認可保
育園に入れなかった児童が
人、認証保育園など認可
外の保育所なども含めても
入園できなかったのが 人
でした。
驚いたのは、保護者の労
働形態が「常勤」であって
も 人
（応募
者の
％〈昨
年は
％ 〉）
が入園
できな
かった
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区として暮らしと
営業支援に全力を
あげるべきなのに

生活･法律相談
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公約も破るもので、許せません。
民主・自民・公明３党
また３党合意で、社会保障の基本
が「密室談合」を重ね、
消費税を ％に引き上げ、 的理念を投げすて、医療や年金、
社会保障の大改悪を押し 介護、 生活保護などの各分野に
付ける「一体改革」関連 「自己責任」をもちこみ、社会保
法案を衆議院で強行採決 障の解体をすすめようとしていま
したことに怒りの声があ す。くらしも日本経
済も壊す消費税増税、
がっています。
「増税されたら廃業しか 反対の世論で廃案に
ない」、「震災復興に冷や 追い込みましょう。
水を浴びせる」など増税
こんなときだから
反対の世論は日本中にあ
ふれています。「４年間
は上げない」との自らの

（文京区白山3－2－5）
℡ 3815－9301
お気軽にご連絡ください。
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地域防災力の強化に
区として最大の支援を

141

社会保障改悪
許せない！消費税増税、

６月１６日、礫川小学校で避難
所開設訓練が行われました。午前
７時過ぎに集合して会場のテント
張りなどの準備。９時から避難所
運営訓練が始まり、スタッフとし
て活動しました。応急処置、簡易
トイレ組み立て（下写真）や消火
器、起震車体験などいくつかをス
タンプラリー方式で子どももおと
なも体験します。
これは貴重な訓練ですが、今年
はこの訓練への予算増額はありま
せん。「せめて年２回の訓練がで
きる予
算を…」
町会か
らも要
望がで
ていま
す。
317

高知県梼原町

第二回定例区議会で消費税増税
に対して区長は、「区民や区政へ
もさまざまな影響があるものと認
識」しているが「引き上げを行わ
ないよう国に求める考えはない」
との冷たい回答でした。
また、総額７ １００万円（そ
の後見直し）もの新たな区民負担
となる使用料・利用料の値上げの
撤回を求めたのに対し、「計画を
着実に推進していくことが、より
質の高い効率的な行政体制を構築
することにつながり、区民生活の
，
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今年３月に「春日・後楽園駅前再
開発組合」設立が認可されました。
土地の権利をもった百人余りの方々
の７割以上の承認が得られたためと
いうことです。
再開発計画は、シビック側「南街
区」は ｍ、「北街区」が ｍ、面
積は約２・４ 、３年前の都市計画
審議会で決定されました。総事業費
は 億円、税金の投入はなんと 億
円です。
しかし、
超高層ビルの災害への備え

日本共産党文京区議会議員

ha

危険」という指摘を受け
ました。さっそく、みど
り公園課に掛け合うと、
改修はなかなか難しい―
とのことでしたが、
数日後、 応急改修
をしてくれました。
とりあえずひと安
心です。

なんでも気軽に
ご相談ください

朝の宣伝を定期的に行
う後楽園駅。ある日一緒
にビラを配っている方か
ら、「地面が穴だらけで
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■区議団控室：5
8031317（直通）
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みなさんを いつもまんなかに

「ハイヒールが突っかかって転んじゃう」
後楽園駅出入口の舗装 すぐに改修に
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