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事前に電話でご予約下さい。

日本共産党 他会派と共同提案しました
問われる「子育て支援」の真剣さ

第三回定例会に提案した「乳幼児医療費助成の条例」改正案は、
就学前までの無料化を、小学6年生まで所得制限なしで無料にする
というものです。結果は、否決されました。
この制度は、 日本共産党などが繰り返し条例提案をして、 当初
「３歳まで」「歯科のみ就学前まで」「医科も就学前まで」と無料化を
順次拡大してきたものです。今回は、子育て世代への経済的支援をさ
らに拡大し、少子化にストップをかけようというものです。区の答弁
では､１億８千万円でできることがわかりました。
※各国の出生率の推移（国立社会保障・人口問題研究所資料などから作成）
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※女性が生涯に子どもを生む数が､
欧米では多くの国で上昇に転じ
ているが､日本は下降が止まり
ません。子育ての経済的負担が
一番のネックになっています。

新生クラブ ニーズが検証さ
れていない中で、多額の経費
が必要なことを考慮すると優
先順位に疑問･･･本来、 国に
おいて実施すべきもの。
公明党 医療費を助成するよ
りも、国が子育て支援策とし
て実施している児童手当を、
将来的には６年生まで拡大す
る方向に力点をおいていくべ
きもの。
自民党 次世代育成支援のた
めに実施するのであれば、６
年生までを対象にする論拠が
不十分。

・03年度決算について
一大型再開発事業は見直しを
・子育て支援の充実を
・中小企業や商店街の営業支援
・安全・安心条例は必要なのか

（全文は区議団ホームページに）

第三回定例会

・ヘルパーの24時間派遣を
・中学校施設改修と学校選択制
30人学級の実現をいそいで
・区民憲章は十分な議論を

代表質問しました

代表質問をする
小林 進議員



一般質問をする
島元雅夫議員

台東区 来年４月から中学３年生ま
で無料にする。所得制限なし。
港 区 既に小学６年生までの無料
化を決めていたが、来年４月から
中学３年生まで、入院時の食事療
養費も含めすべて無料にする。
北 区 今年４月から、全小･中学
生の入院費を無料化した。
品川区 来年１月から小学６年生ま
で無料にする。所得制限なし。
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なぜ反対なの？

▲特養ホームを訪問して要求をきく

医療費無料化を小学６年生まで
万円
千
８
１億 きる！
でで

政が大変だから」と「新
行革計画」で、区職員300
人を削減し、保育園や児
童館・育成室、障害者施
設などの民間委託、寿会
館や区民会館の廃止など
区民に犠牲を押し付け、
区民からの、保育園や児
決算委員会（高畑、
関川、佐藤区議）では、
高畑区議が総括質問を
行いました。
審議のなかで、学校
の吹奏楽器の買い替え
予算の増額、本郷台中
学校の赤サビ防止の配管改修
工事、千石西保育園のボイラー
改修、湯島総合体育館の耐震
補強工事の実施など、日本共
産党が調査をもとに、粘り強
く要求してきたことが成果と
して実る方向が示されました。
しかし、煙山区政は、
「区財

決算審査特別委員会
シビック関連の維持管理費
は区有施設全体管理費の35.
8
％を占め、シビックセンター
の起債残額は101億8700万円
もあり、区民の間では「シビッ
ク貧乏」といわれているよう
に、財政難の最大の要因がシ
ビックセンター建設に
あることは明らかです。
その責任を不問に付
すこうした区財政運営
は認められないと、平
成15年度一般会計、国
民健康保険特別会計、
老人保健特別会計の決算は認
定しませんでした。

「シビック貧乏」…
区民にしわよせゴメン
童館の民間委託等に反対する
署名が５万人に及びました。
その一方で区は、後楽二丁
目西地区、茗荷谷駅前地区の
再開発に総額61億円の巨費を
投じ、春日町三丁目地区でも
大規模再開発をすすめようと
しています。

勉強がわかり、子どもがおちつく

少人数学級を文京区でも
小竹前都議とともに教育長に申し入れ

日本共産党文京区議団と小竹ひろ子前都議は
10月20日、中村満吉区教育長に「少人数学級」
の実施と、中学校の施設の整備を求める申し入
れを行いました。

小竹ひろ子

（前都議会議員）
少人数学級を実施し
ている山形県では、児童
の88％が「友だちが増えた」、80％の校
長先生が「学級のまとまりを感じる」と
言っています。「40人学級」に固執する
都の姿勢を変えるために全力をあげます。

申し入れする小竹前都議と日本共産党区議団

今回の申し入れは、９月３日文部科学省が、
現在「少人数指導」のために加配している教員
を、これからは国への申請なしに自由に「少人
数学級」に配置できるとした、「新事務連絡」
を積極的に生かすべきだという趣旨のものです。
すでに都内の公立小学校長会が都への「重点
要望」で「30人程度」にすることを求めていま
す。区内のいくつもの学校ではその必要性から、
担任、副担任の配置を活用して、クラスを分け
るなど、実質的な少人数学級ともいえるような
運営上の工夫がなされています。
全国では44
道府県が実施・計画中で、残るは、
東京都など３都県のみとなっています。

総務区民委員会

―地域の声をきいて

定員

開設時

事業者

西片１丁目３番 ４名 Ｈ17年２月 （NPO）あかねの会

③

知的障害者通所
授産施設

弥生２丁目９番 50名 Ｈ19年１月 障害児者と共に山鳥
実習所

④

障害者地域自立
音羽１丁目
生活支援センター 福祉センター内

必要です。
④は障害者の自立めざして、当
事者カウンセリングや料理・外出
プログラム等を行います。障害者
が主体となって運営するしくみを
作れるかが課題です。

－保育園民営化の結論でず－
８月末の「保育園あり方検討協
議会」の最終まとめでは、民営化
の是非については結論がでず、さ
らに今年度いっぱい協議会が継続
に。200通を超えるパブリックコ
メントで、区案に全面的賛成は皆

島元雅夫区議

国府田久美子区議

一般質問
育成室２カ所の増設を要求。区は来
無で、結果、民営化実施は18年度 年度、本駒込地域に１室増を約束。
に延期となりました。
その他
日本共産党は、武蔵野市や港区 ・さしがや保育園のアスベスト問題
の例をあげ、父母が望む「公設公 ・寿会館の存続を求める請願を審議
営のまま改革」をと主張しました。 ・介護保険制度についての請願を審議
（議事録参照して下さい） 日本共産党は２つの請願に賛成しました。

佐藤憲和区議

たこと、公教育への信頼を失う
ことが絶対にないように」など
厳しい意見も出されました。
佐藤区議は、子どもの人権に
からむ問題、警察の学校への関
与・介入のおそれが高い問題だ
と指摘し、個人情報保護審議会
での審議状況、警察での情報管
理と記録廃棄の責任の所在など
について質しました。

遅れていた文京区も、障害者施
設が、次々と建設されることにな
りました（上の表）。しかし、①、
②、③は、誰もが入所するにはま
だ施設が足りません。もっと、公
の施設建設や、都区の財政支援が

Ｈ16年12月 委託法人を10月に決
定

板倉美千代
前区議

総合体育館の改修を急いで

知的障害者
グループホーム

文教委員会

築三十七年の総合体育館は、老朽化が進
み雨漏りやボイラー・ろ過機の故障も多く、
プール開放が中止になることも。利用者の
間で廃止されるのではと不安が広がってい
ます。耐震診断でも問題
があり早急な改修が必要
です。
佐藤区議の質問に区は
廃止を否定、改修を明言
しました。
この他、来年度も心
障学級が増設されるこ
とが明らかになりまし
た。

②

模開発に40億円もの税金を投入する
ことは許されないと主張しました。
また、100ｍの超高層ビルなどの
問題で反対の意見書が千通も出さ
れている茗荷谷駅前再開発につい
ては、都交通局と民有地の土地交
換、風害などの問題を取りあげ、
原点に立ち返って抜本的に見直す
よう求めました｡

問題多い
「警察と学校の相互連絡制度」

場所

白山２丁目25番 13名 Ｈ17年５月 （社福）ドリームヴイ

６月28日の都市計画審議会で審議・決
定された「後楽二丁目西地区」の地区計画
や都市計画高度地区の変更が報告されま
した。関川区議は、隣接の後楽東地区
では高さ制限が70ｍだったものが、今
回155ｍにひき上げられたことによ
り小石川後楽園庭園の景観問題、
風害や地震災害時の問題が起
こること等を指摘し、この大規

区教育長と警視庁少年育成課
長との間で結んだ「警察と学校
との相互連絡制度の協定書」が
報告されました。
「非行等問題行動に関し、必要
な情報の連絡」を行い「具体的
な対策を講ずる」というもの。
教育委員会でも、「児童に関す
る行政文書を学校から警察に提
出することは、戦後ではなかっ

障害者施設が前進

を現行の「30日前」からを「60日
前」と早め、業者だけでなく建築
主の説明会への出席を義務づけ、
解体工事にもこれを適用する。建
関川今朝子区議
築主への近隣住民からの申し出に
対する話し合いの義務づけと、それに基づく合意事
項についての確認などを定めるものです。新生クラ
ブ、自民党、公明党の反対で否決されました。

超高層ビル建設の再開発は見直しを

区
区民
民の
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いと
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あげ
げ
実
実現
現せ
せまる
る 日本共産党

○本郷台中の水道水の
「赤サビ」の解決に
取り組む
○湯島総合体育館は耐
震補強工事の予定
○旧原町住宅跡地（白
山四丁目）に保育
園待機児童対策
で、認証保育
所を設置

施設種類
知的障害者
①
グループホーム

警察権限の強化、監視社会に
小林 進区議
監視カメラが町中に！
区民のプライバシーは守られるのか？
文京区は、11月定例区議会で「安全・安心ま
ちづくり条例」を制定しようとしています。
確かに、現在、凶悪犯罪や空き巣が増えてい
ますが、それでも文京区は23区内でも最も少な
いほうです。「条例化」で問題が解決するのか
疑問です。
この条例化については、
「監視社会になる」など
懸念される問題があ
ります。区民への
説明と議論を尽
くし、急ぐべき
ではありません。

９月22日、日本共産党区議団が、
市民、無所属議員と共同で提案した
「文京区中高層建築物の建築に係る
紛争の予防と調整に関する条例」の
一部改正案が審議されました。
これは、延べ面積が２千ｍ 2を超
え、かつ高さが20ｍを超える大規模
な建築物について、標識の設置期間

○育成室待機児童
の解消のため～
本駒込地域に
育成室を増設
○千石西保育園
のボイラーを
改修予定
○大塚小、五中の校庭改修は来年度に実
施予定
○関口台町小のプールろ過機を更新予定
○九中など、小中学校の臭いトイレを解
消するため業者清掃を実施
○中学校の古くなった吹奏楽器は更新の
予算が増額に



千駄木団子坂上に区立本郷図書
高畑久子区議
館（仮称）が移設新設されます。
図書館が地下１階と１階に、「地域交遊館」と
なる区民交流スペース、大会議室等が１階と２
階という配置です。区は、交流スペースを「本
を通じた子どもから高齢者までの世代の交流、
出会いの空間、また地域住民の仲間づくり・生
きがいづくり」の場だ
と説明しています。
日本共産党は、図書
館も、「交遊館」も中
途半端な施設にならな
いよう、地域の皆さん
の意見をよく聞いて地
域にとって大事な施設
になるよう求めました。

厚生委員会

茗荷谷駅前
地区に百メートルビル反対のポスターが

｢安全･安心条例｣
急いで必要か?

本郷図書館（仮称）

マンション建設から住環境
まもるための条例改正を提案！

建設委員会

