文京区内を走る

コミュニティ循環バス

具体的検討はじまる

商店街振興
条例化なる

文京区は、国家公務員共済組合連合会（ＫＫ
Ｒ）所有の「目白運動場」について､｢区内に残
された貴重な空間。グランドや公園、防災用地
として現状維持できるようにしたい｣と表明し
ました。
６月28日、日本共産党の佐藤区議と｢目白運
動場の存続と緑を守る会｣が第２回定例区議会

後の区の対応につい
て説明を求めたのに
対し､区企画課長が
答えたものです。
同課長は､｢相手方
（国とＫＫＲ） に取
得したいという意思
表示をした。具体的な協議に入りたい｣「取得
の意思を表明したのは､多くの住民からの要望
があったから。今後もみなさんのお力添えを」
と説明しました。
今年１月に閉鎖された同運動場は､野球場２
面、テニスコート７面､25ｍプールがあり､武
蔵野の面影を残す雑木林など貴重な自然が残さ
れています。存続と緑地保全を求めて多くの区
民が運動に立ち上がり､小竹ひろ子都議と区議
団は､住民とともに区や国・都､
共済組合に働き
かけるなど､存続のために全力で取り組んでい
ます。
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事前に電話でご予約下さい。

小中学生までの医療費無料化を
東京でも30人学級実施急いで
激戦の都議会議員選挙で、
文京区では日本共産党の小
竹ひろ子さんがトップ当選
を果たしました。

７月７日、日本共産党区議団は小竹
都議とともに区内各地で選挙結果の報
告を行ないました。
小竹都議は、「今後も、石原都政を
支える自民、公明、民主党などの「オー
ル与党」による福祉切りすてと、税金
の無駄遣いをやめさせるため、区民の
みなさんと力をあわせて頑張ります」
と､公約実現の決意を語りました。
特に、子どもの医療費無料化を小学
生・中学生まで拡大を､30人学級の実

都議会議員選挙（文京区）開票結果
当

小竹 ひろ子（共産） １９,
０９５ （26.
9％）

当

増子 ひろき（民主） １８,
２１５ （25.
7％）

公設公営で保育の質を保て
新行革による区立保育園の保育士57
名の削減と２園民営化をめぐり、昨年
２月から区当局と公立父母との会の協
議が続けられてきました。「何とか公設
公営で」が、多くの父母の声。子ども
は社会の宝、安上がり保育の対象にし
てはなりません。

なかや 文孝（自民） １７,
００８ （24.
0％）
鳩山

太郎 （無）

１６,
５５５ （23.
4％）

計

７０,
８７３ （100％）

現をとの訴えには､子育て世代から
大きな声援がありました。
また､介護手当ての創設､
シルバー
パス負担軽減、高齢者医療費助成な
ど選挙中に掲げた緊急政策の実現、
あと一歩と迫った「区内コミュニティ
バス運行」「目白運動場の存続」な
ど、区議団は小竹ひろ子都議と一緒
に公約実現のため全力をあげます。

小竹ひろ子都議と日本共産党区議団

目白運動場 区が「取得の意思」表明

日本共産党文京区議団ニュース

公約実現にむけ全力！

区内の区施設や病院、
観光スポットなどをめぐ
るコミュニティバスが､
実現に向け大きく前進しています。
６月定例区議会では、区長が、具体化に向け検討す
ると答弁しました。その後、「区民部と企画政策部で
検討している」「交通の不便なところ、観光スポット
や大学、高齢者、障害者対策として目的を検討」「都
交通局や民間バス、民間による自主運行など運営主体
の検討」をしている､「警察との調整もある」とのこ
とです。
日本共産党は、都バス路線の廃止があっ
てから「乗り降りの便利なバスを」「気軽
に病院や買物に行きたい､こまめに廻るバ
スを」の声をもとに､台東や杉並の循環バ
スにも乗り、区議会で一貫して要望してき
ました。実現に向けさらに頑張る決意です。

「文京区商店街の振興に関する条例」
が区議会全会派の賛成で制定されまし
た。これは､区商店街連合会が「大型
店やコンビニエンス・ストア、大銀行
が商店街に進出しても
商店会に加入しない。
非協力的で困っている」
と対策を繰り返し求め
てきたことが､区や議
会を動かしたものです。
６月区議会でも、日
本共産党区議団は条例
制定を機に、「商店会
の会員拡大や商店街の
基盤強化など抜本的な
支援」を通じ、商店街
の活性化がはかられ､
「名実ともに総合的な
商店街振興条例に発展
させるべき」だと提案
しました。

これで高齢者クラブは使えるのか？

再開発見直しを
後楽二丁目地区

区政報告

地域交遊館についての検討状況が
報告されました。寿会館とお風呂は
スポー
来年３月で廃止となり、そのうち本駒込南寿会館な
ツ施設、
ど８館は４月から地域交遊館になります。来年度中
生涯学習
に浴室を集会室に改修するのは根津、目白台の２館
館の管理
だけ、その他は「予算の範囲内で改修に努める」と
が「民間
しています。高齢者クラブの利用も、会館の使用申
企業」に
小林 進区議
し込みをし、使用料も払うようになります。これで
も委託で
は、高齢者クラブや高齢者の活動の場が狭められ、
きることになりました。
世代間交流
このことが、住民にまっ
どころか、
たく説明もされないまま
高齢化社会
決められることになり、
に逆行する 「住民サービスの後退に
もので認め
ならないか」など不安が
られません。 広がっています。（７月
10日 ｢区報ぶんきょう｣
「寿会館がなくなっ
にやっと掲載）
たら私たちはどこへ行
日本共産党区議団は、委託後の
けばいいの？」
施設の使用料等の問題などについ
これから高齢者が増
て、区民への「説明会の開催」や
え、むしろ様々なニー
区民の「納得と理解を得る」ことなど、区が説
ズに対応しなければな
板倉美千代
前区議
明責任を充分果たすことを求めています。
らない施設をなぜ廃止
高畑ひさ子区議

なぜ寿会館なくすの

負担ばかりの

障害者

自立支援法

と介護保険の改悪

今国会で決まった介護保険制度の改悪は、
介護度の低い方のヘルパー派遣の抑制、特
こうだ久美子区議
養ホームなど施設入所者から部屋代・食費
を全額自己負担させるもので許せません。「介護予防」は大
切であり､予防トレーニングのための寿会館の活用や高齢者
のサークル活動等を活発化することこそが課題です。
障害者自立支援法は、本人だけでなく家族にも負担を求め
るもので､「自立支援」どころか自立に逆行するもので廃案
にすべきです。小学６年生までの医療費無料化の条例提案は
自民・公明・新生クラブ（民主）の反対で否決されました。

待機児童対策が急務
育成室の増設を

戦争賛美の教科書は
憲法の精神に反します

廃止となる礫川寿会館

するのか。
各地で起こった災害でも、
学校など大きな避難所では
精神的苦痛が大きいと聞き
ます。東京で地震などの災
害が発生したとき、お風呂
や畳の部屋がある寿会館は
少人数の避難所として最適
な施設です。
将来への見通しを考えず、
目先の「財政困難」を理由
にした寿会館の廃止は認め
られません。

「後楽二丁目
地区まちづくり
基本計画」の見直しについ
て議論された建設委員会で､
関川区議は①住民の意見が
今年４月､駒本小学校内に24番目の育成室
島元雅夫区議
充分に汲み上げられていな
が新設されました。
い。②一方、企業なども参
しかし４月１日現在、窪町や久堅､しおみなど17の育成室
加している後楽二丁目地区
で40
名の定数を超え､本郷育成室では50
名にもなっています。
まちづくり連絡協議会に出
それでも待機児童が11名おり、来年度も卒室する児童が少な
された意見では、高層ビル
く、待機児童がさらに増えることは明らかです。
を誘導しかねない手法がす
６月議会で区議団は､「一時的な対処でなく来年度に向け
でに意見としてあげられて
て育成室の増設を早急に検討」するよう求めました。
いる。 恣意的ではないか､
と指摘しました。
後楽西、南地区などの整備につい
ては、多額の税金投入をやめ、住民
の意見を充分聞き見直すよう求めま
した。

関川けさ子区議

指定管理者制度の導入
区は説明責任をはたせ

怒りの声おさまらず

区内団体と
懇談する区議団

寿会館 地域交遊館

佐藤憲和区議

区議団内の役職が
変更しました
団

長
関川 今朝子（新）
幹 事 長
小 林
進（再）
副幹事長
国府田久美子（新）
これまで以上のご指導
よろしくお願いいたしま
す。

来年４月から区内中
学校で使う教科書をどの出版
社のものにするか。その採択
が８月の区教育委員会で行な
われます。
日本共産党は、60年前の侵
略戦争を「正しい戦争」と教
える「新しい歴史教科書をつ
くる会」の教科書は、憲法や

教育基本法の精神に反するも
ので文京区の教科書としてふ
さわしくない､現場で実際に
教える教員の意見を尊重して
決めるよう求めました。
30人学級実施の請願では、
採択を強く主張しましたが、
自民､
公明､
新生クラブ（民主）
の反対で否決されました。

区議会の委員会構成が変わりました
常任委員会

委

総務区民委員会

○佐藤憲和

厚 生 委 員 会

員

名

◎委員長

○副委員長

特別委員会

名

△小

△国府田久美子

地 方 分 権 委 員 会

◎島元

雅夫

△関川今朝子

建 設 委 員 会

△高畑ひさ子

防災・交通委員会

◎高畑

久子

△佐藤

文 教 委 員 会

◎小林

少子化・青少年委員会

△国府田久美子

○国府田久美子

議会広報小委員会

◎国府田久美子

△小林

意見書調整小委員会

国府田久美子

議会運営委員会

進

△島元

雅夫

林

員

清掃リサイクル委員会

進

△関川今朝子

委

△理事

進

佐藤

憲和

憲和

関川今朝子

