お元気ですか

島元雅夫

区政報告です

（１面よりつづく）
消えた？ 弥生式たて穴住居
区有施設の活用 ２）保育の
柏市戸張
質と必要な保育士を確保する
城山台の住
なかでの大幅な園児の定員増
居址発掘調
３）親の様々な働くニーズ
に応え、公私立幼稚園での預
査跡に1952
かり保育や
年復元され
長時間保育 た「弥生式たて穴住居」が２
の拡充を提 年も前に、区民にも区議会に
起しました。 もあえて知らせずに、区の教

まちのうごき
「カラス」予算倍増！
教育の
森や護国
寺の杜で
は、カラ
スによる
護国寺の杜
被害の声
があります。今年度は予算を
倍増してもらったのですが、
利用方法も変わったせいか、
利用実績は一昨年と同水準。
まだ利用が可能です。

護国寺の放置自転車対策

育委員会の手で潰され撤去さ
れていました。ひどい話で、
許せません。

啄木終焉の地の碑文は？
小石川５
丁目の都旧
跡「石川啄
木終焉の地」
の碑が取り
啄木終えんの地
外されて半
年。都が啄木ゆかりの地主さ
んと接捗中ですが、国有地売
却のあおりで、碑が割れたと
の話もあり気がかりです。

教育の原点、犬山市を視察

区は今
４月、党
年度中に、
議員団と一
大塚警察
緒に、教育
署裏のパー
クロード
の原点、犬
アカデミー音羽前 付近に、
山市を視察
犬山市視察
護国寺内の60台分の放置自転
しました。
車対策のために駐輪場を設置
学校現場に責任と権限を持た
します。一歩進みました。次
せる犬山市の学校経営を深く
は豊山中学校周辺対策です。

学ぶことが出来ました。

テレビ難民対策をいそいで！
地デジ移 低所得者などに広げること
行まであと ③全世帯の３分の１が利用し
３年。①テ ている共聴アンテナ改修への
レビ難民を 助成 ④東京ケーブルネット
多数生み出 ワークの利用料金体系に低額
す、現状でのアナログ停波の の難視聴利用料金を設定させ
延期、②経済的支援の対象は るなど、いまこそ運動をいそ
「生活保護107万世帯」に加え、 ぎ、強めていく時です。
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活 動 日 誌
（４月）
7月 大塚小学校入学式
8火 文京一中入学式
9水 青柳幼稚園入園式
10木 くらしと法律なんでも相談会
12土 全都「大運動」交流集会
15火 教育委員会
16水 こんにゃくえんま一朝会 落語会
17木 「駒込病院ＰＦＩ契約書を読む学習会」尾林芳匡弁護士
18金 栗原茂さんを偲
ぶ会
22～23火 議員団視察
「高浜市と犬山
市」
28月 くすのき郷 特
養ホーム聞取り

①
（５月）
1木 メーデー（代々木公園）
2金 みどりの郷特養
ホーム聞き取り
4日 簸川会５月役員
会
5月 平川海岸潮干狩

6火 入院中の妻見舞
い
②
7水 千石・千石西育
成室・聞き取り視察
8木 公設民営根津保
育園・聞き取り
視察 暮らしと
法律なんでも相
談会
9金 合同水防訓練
ちゃいれっく認
証保育所・聞き
取り視察
③
10～11土 簸川会後援
会湯之谷やまびこ荘山菜採り
17土 一中運動会 議員団長会議 印刷製本業者聞き取り実態
調査（小石川３中心）
19月 氷川下町会通常総会
20火 第46回東京河川改修促進連盟総会と促進大会
22木 前進座「怒る富士」観劇
31土 東京保健生協通常総代会
（６月）
1日 簸川会６月役員
会
6金 区長緊急申し入
れ
7土 日本も戦争をす
る国になるのか
映像リポート
④
と講演の集い
8日 簸川会６月役員会
9～25月 区議会第２回定例会（開会）
9～10～11～12 議員団会議
10火 全都いっせい駅宣 総合体育館建設基本構想検討委員会
代表質問
11水 萬立幹夫議員代表質問
12木 板倉美千代議員一般質問 市民自治の可能性を探る く
らしと法律なんでも相談
13金 後期高齢者医療は廃案を千川通りパレード Sさん通夜
14土 茗台中運動会 文京紫友会総会・「フィンランド事情」
講演会
15日 憲法が生きる東京を 東京自治研
16月 アカデミー委員会
17火 小竹ひろ子都議会代表質問傍聴
18水 厚生委員会
19～20木 文教委員会
20金 全都いっせい駅宣 建設委員会
23月 総務区民委員会
25水本会議（閉会） 議員団会議
27金 茗荷谷駅前再開発住民説明会
28土 都議選勝利・区議会報告・区内一巡街頭演説 くらしと
法律なんでも相談・大塚北交流会
（７月）
5土 千石２丁目プロジェクト現地見学会 「男性議員が大い
に語る」文女連
男女平等センター
6日 簸川会７月役員
会 いきいき礫
川一周年記念祭

10木 くらしと法律な
⑤
んでも相談会
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夫 でですす
島元
あらゆる差別と貧困の克服、どこまでも人間
の尊厳を大切にする政治に力を尽します

くらしと法律なんでも相談

・相談は服部大三弁護士です

８月７日 ９月11日
10月９日 11月13日
いずれも午後７時より
簸川会・島元雅夫事務所
（3942）2776

大塚小を窪町小の分校にするなど

統廃合計画がすべて 廃案に
６月３日、教育委員会は「区立小
中学校将来ビジョン素案」のうち、

学校統廃合の年次計画を「廃
案」にしました。４年生だけ
大塚小に“島流し”になる窪
町小との統合などあまりに強

音羽
中学

小石川植物園 万年塀
白山３丁目、 全長
800メートルの万年塀
と道路整備は地域に
「検討会」をつくり街
の声が生きるものに。

待機児童
対 策

待機
児童数

10

新校誕生の瞬間から深刻な矛
盾を抱えるのです。
区は「新大塚公園を守る」
責任と、「隣接運動場を持つ
学校づくり」に真摯に取り組
む責任を決して忘れてはなり
ません。

緑をまもり景観が生きる改修に

現在の万年塀

小石川植物園 西門付近 小石川植物園

御殿阪

東大弥生門付近

大幅な園児の定員増と区立保育園の増設を
区立久堅保育園など４園を中心に

124名の待機児童を保育園入所要件の基本
指数で分類すると
08・4・1
指数

隣接運動場のある学校に

他方、統合強行の「音羽」
中学は、地下２階、地上６階
の使い勝手の悪いビル校舎、
隣接する校庭のない学校で学
ぶ子どもたちの精神的・肉体
的ストレス、離れた運動場へ
の行き帰りの安全確保など、

音羽中学校新築現場

引で一方的な内容だったこと
や区民の白紙撤回を求める運
動の広がりを考えれば当然の
ことです。

９

８

７

15人 ３人 26人 33人

求職中

47人

いまや保育園の待機児対策
は「子育てと仕事の両立」を
願う世代への最も緊急で確か
な支援です。
区は待機児童の分析（表
参照）から、久堅・水道・し
おみ・本郷の４保育園を中心

に700ｍエリアでの対策を開
始（中頁参照）。
私は人口20万人回復作戦を
いう区長は、内外に「待機児
童ゼロ宣言」を行うこと。そ
して、１）旧元町小学校など
（４面につづく）

