お元気ですか

島 元 雅 夫
活 動 日 誌 ②

区立小中学校将来ビジョン案

将来ビジョン

音羽中

第３次行革
中間のまとめ

（その他、第３次行革では）
■ シビック低層階施設の見直し
■ 区民サービスコーナーを地域
活動センターへ移設
■ 強羅文の郷の廃止と代替案
■ 岩井学園の廃止

青柳小の案内立 シンボルツリー
看板（大塚５） 完成（大塚３）
■ 林町小の特別教室の冷房化
■ 大塚小学校内に育成室新設

・４月から通学区域の子ども
40人規模で（大塚４）

委員61
名の声
を本当
に生か
した案
なのか
？ この間の「素案凍結」「年
次計画の廃止」は何だったのか？
しかも要求の強い30人学級の
実現は困難な状況だとわざわざ
書き込んだのです。

建築現場（08･12）

音羽中学校は開校を急ぐあま
り、地下の特別教室では、美術
室の自然採光、家庭科室のオー
ル電化や水回りの不具合などの
話しが聞こえてきます。現場の

・大塚窪町公園に新設すべり台
■ 大塚３不忍通り無電柱化準備
■ 都営大塚３アパート移転準備
■ 千川第一幹線下水道再構築工
事（千石３）

お元気ですか

隣接する独立行政法人グランド

教職員の提案を活かすべきです。
精神的、肉体的ストレスのかか
る子どもに必要な隣接する校庭
の確保と夢のある教室づくりは
区と教育委員会の責任です。

島 元 雅 夫
活 動 日 誌 ③
（10月）
５日 創立30周年を祝う
簸川会のつどい⑧
８水 くらし雇用都立駒
込病院を守れ！10
・
８区民集会
９木 簸川会くらしと法
律なんでも相談会
10金 銅御殿Ｍ住民説明会
11土 都立小石川高校014卒・３年Ｆ組同窓会
金富小学校100周
年記念式典
12日 白山上日本共産党
演説会
14火 第３回定例会本会
議⑥閉会
15水 本郷図書館鴎外記
念室視察学習会
団会議（来年度予算要望書完成）
19日 都立小石川高校90
周年楽友会同窓会
21～22 文教委員会視察
（北九州文学館）⑨
25土 大塚福祉作業所一
歩いっぽまつり
エコリサイクルフェ
ア（教育の森公園）
26日 健康まつり（大塚公園）
29水 来年度予算要望書区長提出⑩ 団会議
文京高齢者クラブ連合会40周年祝賀会

島
元雅
雅夫
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

2009年

くらしと法律なんでも相談

・相談は服部大三弁護士です

１月15日 ２月12日
３月12日 ４月９日
いずれも午後７時より
簸川会・島元雅夫事務所
（3942）2776

2008年第四回定例会

命と暮らし営業を守れ！
収入減・負担増・物価高の三
重苦と金融危機による景気悪化

特養老人ホーム

で、区民のくらしと雇用、営業
は大変な事態です。国へは消費
増税と社会保障抑制路線を中止
し、生活擁護の政策への転換を、
区には、①大幅増になった不況
業種認定企業へ全額信用保証で
無利子の緊急融資、②銀行預託
金の復活等、中小企業への貸し
渋り対策を求めました。
（詳細は区議団ホームページ）

都有地活用し

みどりの郷の増築を
昨年の12月５日、小竹ひろ子
都議と特養ホーム大塚みどりの
郷を訪問。その際築20年で老朽
化が目立つ施設を隣地（都有地）
ゆ たて ざか

⑧

区政報告・
09．新春号

日本共産党区議会議員

学校統廃合?!

夢のある教室と隣接する校庭を

建築現場視察（08･７）
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パブリックコメントにあなたの声を

教育委員会は昨年12月12日、
区立小中学校 「将来ビジョン
（案）」を決定しました。小学校
は現在の学校数20校存続案です
が、中学校は300人規模の学校
をめざすとして、いきなり学校
数を現在の11校から８～９校に
見直す案です。将来ビジョンは
やっぱり統廃合計画なのか?!
区は素案にたいする区民の怒り、
１年半に亘る「策定検討協議会」

街の う ごき

・ 長い間の願いがやっと実現

２００９年

やっ
は ぱり

図書館の指定管理に反対
文京区は昨年の国会で、大臣
答弁や国会の付帯決議が示した
「指定管理者による公立図書館
の運営はなじまない」との認識
に深く学び、「図書館の指定管
理」を断念すべきです。

区政報告です

島元雅夫区議が代表質問

（８月）
２土 簸川会事務所前の立派な“なす”④
３日 80周年記念ラジ
オ体操会 簸川
会８月役員会
連日の要求懇談
会
４～５ 大塚小・青柳
小など６小学校
④
を訪問調査
７木 簸川会くらしと法律なんでも相談会 オール島
元家10人家族勢揃い⑤
８金 大塚坂下通り豪
雨見舞い 議員
団長会議
９土 “湯立坂シンポ
ジウム”
15金 箱根湯本夏休み
家族旅行⑥
⑤
19火 団会議（来年度
予算要望検討開始）
「都議会政務調査費」学習懇談
21～22 選対本部会議 全都幹部活動者会議
（９月）
１月 教育委員会 団
会議
４木 小林進幹事長見
舞 “春日町が
一変する”学習
懇談会
５金 男女平等センター
⑥
まつり
６土 平成20年度中Ｐ連・交流研修会
７日 簸川会９月役員会
９～10月14日 第３回定例会本会議①（条例提案）
９火 ８・５区内集中
豪雨対策で区へ
申し入れ⑦
13土 簸川神社例大祭
小林進幹事長死
去
15月 党綱領を語るつ
⑦
どい（氷川下）
16火 アカデミー特別委員会 小林進幹事長通夜
17水 小林進幹事長告別式 団会議
19～22 文教委員会（２日間）
24水 Ｋさんを労う会
26金 くらしと法律なんでも相談会（大塚坂下）
七中総ＣＳ視聴
27日 窪町小、青柳幼運動会
29月 本会議⑤（小林進議員追悼決議 中間議決）
30～10月９日 決算審査特別委員会

島元雅夫

湯立坂

と一体で
の増改築が話題に。10月29日に
は区長に待機者解消へ同都有地
の有効活用を要請しました。

景観保存を

⑨
Ａ
○

⑩

Ｂ
○

あかがね ごてん

銅御殿

野村不動産は、 国の重要文化財
「旧磯野邸（銅御殿）」の隣地に高層
マンションを建設する計画です。業
者は銅御殿をビル風や地下水から守
る手立てもせずに、いま工事の強行
着工の構えです。区長は工事の強行
回避と住民との協議再開のため、区
条例に基づき、業者に「斡旋から調
停への移行」を勧告すべきです。
Ａ
Ｂ
（○小石川５建設予定地、
○湯立坂シンポジウム展示）

本年もよろしくおねがいします

島 元 雅 夫
活 動 日 誌 ①

（11月）
１土 青柳幼稚園40周年記念式典 一中文化祭 七中
文化祭
２日 菊まつり 簸川会
11月役員会 浅草
雷門日本共産党演
説会（志位委員長）
４火 後楽幼稚園保護者
懇談 教育委員会
団会議 全都党地
①
方議員交流集会
５水 後楽幼稚園訪問聞き取り① 総選挙必勝街宣
（大塚坂下）
７金 団会議（代表質問原稿検討）
８土 駅宣（新大塚）ぶんぱく文京博覧会 団長会議
12水 団会議 代表質問島元原稿提出
13木 簸川会くらしと法律なんでも相談会
15土 本郷台中学校10周年記念式典 市民ボランティ
ア活動まつり
17～12月８日 第４回定例会本会議①（条例提案）
19水 本会議②（島元雅
夫代表質問）
22土 根津幼稚園40周年
記念式典 えんじゅ
祭
白山日本共産党演
説会（笠井亮議員）
23日 一葉忌伊勢や質店
②
小Ｐ連卓球大会
24月 文京区民アンケートどんどん集まる②
文京自治研究会“こんな図書館がほしい”
26水 文京アカデミー特別委員会
簸川会くらしと法律なんでも相談会（大塚坂下）
27木 「議会基本条例について」（草間剛氏）
28金 文教委員会（１日目）
（12月）
１月 文教委員会（２日目）
老健ひかわした赤沢潔施設長死亡
３水 赤沢潔さんとのお別れ会
５金 特養老人ホーム大塚みどりの郷訪問懇談（小竹
都議、谷川智行氏）
６土 障害者（児）ふれ
あいのつどい
７日 簸川会12月役員会
８月 第４回定例会本会
議⑤（閉会）
10水 区議会報告区内一
③
巡街頭宣伝③ 播
磨坂光のファンタジー点灯式
11木 「77人の匠」展（実演）簸川会くらしと法律な
んでも相談会
23火 第25回師走世直し簸川市

