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PCR 検査
社会的検査の拡充を

新型コロナ禍から
いのち・くらし・営業を

守る年に！！

保育園、育成室の
待機児対策を急げ！

シビック建設
4 4

に総額8１６億円かけ
今度は「シビック改修

4 4

」に
総
額200億円！

手前左から、小林区議、福手ゆう子都政対策委員長、ほその真理衆院東京２区、
中段左から、こうだ区議、関川区議、いたくら区議、
後段左から、まんだち区議、石沢のりゆき青年学生部長、金子区議（元町公園にて）

　区は、介護・高齢者施設や障害者施設に対して、月に 1
回程度の PCR検査を定期的に行います（定期検査）。党区
議団は、保育園や幼稚園職員、区立小中学校、児童館、育
成室の職員も対象とするよう強く求めています。また、区
の施設で陽性者が発生した場合、濃厚接触者以外の職員に
も検査対象を広げていくことになりました（発生時検査）。
また、軽度の体調不良や家族が濃厚接触者になった等で検
査を希望する場合や、介護・高齢者、障害者施設の入所予
定者に PCR検査を拡充する（随時検査）を行います。
　世田谷区では、介護・障害者施設の職員、保育園・幼稚
園、一時保護所等に社会的検査を広げています。財源は国
の「感染症予防事業費負担金」などで、区の持ち出しはあ
りません。
　文京区も世田谷区のように社会的検査をもっと広げるべ
きです。

2021年度、保育園の定員は567名分を拡充
　昨年、区が発表した保育園の待機児童数は、国基準で「11
名」。しかし、認可保育園を希望していたが入れず、認可
外保育所などを利用している人等を合わせると「329人」。
さらに、育休取得者、転園希望者なども合わせると「532人」
が、希望する認可保育園に入れなかった児童数になります。
　今年 4月までに、認可保育所等 9施設が新設され、保育
園の定員が567名分拡充されますが、新たな申し込み者を
含めて、隠れ待機児も含めた本来の「待機児ゼロ」を実現
するよう、党区議団は強く求めています。

50人超の育成室が半数以上！待機児は30名に
　コロナ禍で密をさける新たな生活様式が求められる中、
国基準で適正な定員は40名以下とされるところを、区内育
成室では、40室中21室で50名を超えています。
　また、育成室の待機児は、20年 4 月に30名に増加。区は、
24年度までに育成室を 7か所増やす計画ですが、地域偏在
の問題もあります。
　年少人口の増加が続き、保育園の待機児対策とともに、
育成室の対策も急がれます。

　東日本大震災を受けて耐震基準が見直され、シビック大・
小ホールも基準を満たさなくなり、今年 4月から 1年半に
わたって閉館し、つり天井とその他の改修も行います。工
事請負（電気設備と機械設備工事含む）が64億円を超え（工
期は2022年度まで）、「シビック改修計画」全体では総額約
200億円にもなります。
　当然、既存不適格となっている天井の改修はしっかり実
施すべきですが、この工事契約は、足掛け 3年間の総額で
の一括契約のため、細かな内訳が明らかに示されていませ
ん。
　また、 3年にわたって巨額の予算化をしていいのか、一
括工事契約でなく、工事内容ごとに分離した契約形式をと

るべきと主張し、契約の
議案には反対しました。
　工事の入札に応じた
のは 1 共同事業体（清水
建設他）のみの一者入札
で、落札率も99.4％、入
札のあり方も問われて
います。

PCR 検査の拡大について
予算額：2 億 6,400 万円

検　査　名 対象施設等 検査人数（人）

定期検査

介護・高齢者施設（入所） 
21 施設

1,159 

障害者施設（入所） 
1 施設・12 グループホーム

300 

発生時検査

介護・高齢者施設 258 
障害者施設 105 
区立小中学校・区内幼稚園 225 
児童館・育成室 875 
区内保育所 470 

随時検査

介護・高齢者施設 1,382 
障害者施設 415 
区立小中学校・区内幼稚園 2 
児童館・育成室 1,080 
区内保育所 3,290 

迎春

育成室内部

シビック大ホール
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区政へのご意見・ご要望をお寄せください

　東京ドームについて、「三井不動産が完全子会社化。将
来は一帯の再開発も考え
ている」と報道されてい
ます。
　シビックセンター一帯
は「都市核」という高さ
制限がない地域です。春
日・後楽園再開発に続く
これ以上の再開発は、必
要ありません。

　75歳以上の「単身で年金200万円（夫婦は320万円）」の方々
の医療費の窓口負担を、 1割から 2割に引き上げる方針を
政府・自民・公明党が決めました。
　11月区議会には、医療費の負担増は大幅な受診抑制にな
るため“現状維持”を求める請願が出されましたが、共産
の賛成、創の継続、自・公・市民の反対で不採択に。コロ
ナ禍の中で、医療費の値上げなどすべきではありません。
　区の介護保険料は、来年 4月からの基準額で月９00円の
負担増（年額 8万3500円）計画です。介護保険制度が始まっ
て20年、月約3000円（全国平均）だった65才以上の保険料
は6000円と倍増しています。
　介護保険基金の活用でこれ以上の値上げはストップを！

　地下鉄駅の 2 基目エレベーター設置は、区のバリアフ
リー基本構想では2025年以降となっており、いつになるか
わかりません。毎年の町連と議会との意見交換会で、 3回
連続して根津駅への 2基目エレベーター設置の要求が出さ
れ、区議団は区長に対し、区民任せにせず東京メトロや都
へ早期設置を働きかけるよう強く求めました。
　一方、高齢者やベビーカーには“難儀”な飯田橋歩道橋

4 4 4 4 4 4

へ
のエレベーター設置
が動き始めました。完
成時期や飯田橋駅側
の設置場所は不明で
すが、掘削調査・設計
等で歩道橋下の自転
車駐輪場（110台のう
ち73台分）が 4月 1日
から一時移転します。

　文京区は昨年 7 月から最高25,000
円を限度として補聴器購入費補助を
始めました。昨年12月現在で申請件
数は50件であり、交付決定はわずか17件です。
　また、都の半額補助により、区負担は半分ですみます。
非課税者限定の補助対象をもっと広げていくよう要求して
います。

　政府は12月17日、2025年度までに 5年間で 1学年ずつ35
人学級を実施することを決めました。しかし、区議会では
「少人数学級求める請願」（区独自に小中学校全学年35人学
級に等）が審議され、自民・公明等の反対で不採択となり
ました。
　党区議団は、 6月の分散登校で少人数指導
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が行われ「い
つもは手を上げない児童が手を挙
げられた」等、現場の声を示し「採
択」を主張しました（賛成は共産・
みらい）。文京区では教室増の改
築なしで35人学級は可能であり、
一日も早い実現が望まれます。

　区立図書館のシステム
更新に合わせ 1 /11から、
電子書籍の貸出を始めま
す。
　図書館で選書し当初
1000点、2021年度に3000
点を加え、22年度以降は
500点ずつ増やす計画。
貸出しは 1人 3点迄で 2
週間が期限。
　コロナで図書館に行け
なくても利用できます。

　現図書館は1９66年竣工でエレ
ベーターも無く老朽化が著しく
なっています。
　隣の竹早公園等と一体的に整
備を検討し、2021度は住民参加
の意見交換会、22年度に（仮称）
小石川図書館・竹早公園・竹早
テニスコー
ト改修基本
計画を策定
する見通し
です。

図書館で電子書籍
が借りられます

東京ドーム一帯を、
　　　三井不動産が買収！

少人数学級の請願が自民・公明
などの反対で不採択

小石川図書館改築の検
討が始まります

総務 高齢者の医療費 ２割負担は撤回せよ
介護保険料の値上げもやめよ！

地下鉄駅の ２基目エレベーター
早期設置を求める

補聴器補助の拡充を

厚生

建設

文教

　「自助・共助・公助」？！
くらし守るのは政治（公助）の責任！

区民サービス減らすな！

区議会トピックス

都
市
核
の
区
域

都交通局と交渉する　　　　　　　　　　　　　　
（左から）福手・細野・小竹・関川・こうだ・板倉

11月議
会

終了


