区政へのご意見・ご要望をお寄せ下さい。
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議会で初質問
公約実現をせまる
区議会選挙で多くの区民のみ
なさんからご支持をいただき、
高畑区議のバトンをしっかり引
きつぐことができました。
今後は、公約実現にむけ先輩
議員と共同して全力で頑張ってまいります。
新人議員の最初の大役は議会で一般質問を行うこと
でした。質問時間30分間で区民の願い実現のための初
仕事。議員の大きな役目を意識させられるものでした。

長年の要求が実現！
クーラーのある教室で快適・安全
選挙中に訴えた「小中学校の快適化工事
をスピードアップし対象外の学校のトイレ
改修を」「築70年以上たつ千駄木小・小日向台町小の
建て替えを早急に」など全ての子供たちが平等で安全・
快適な学校環境を保証すべきと本議会で質問・要求し
ました。教育長は「学校運営に配慮した工事スケジュー
ルでやっている」と現状維持の回答でしたが、「教室
のクーラー設置を夏前に」と長年の党の要求に対し、
「ほとんどの学校が７月から使用可能になる」と回答。
第九中学校には９教室にクーラーが設置され猛暑の夏
でも快適・安全に子供たちが学べるようになりました。

長年、少人数学級の請願は出されていたも
ののこれまで採択されることがありませんで
した。今議会では、自民・公明のみ不採択で、
その他会派が採択し、長年越しの請願は採択
となりました。
現在区は、小学１・２年生と中学１年生が
35人学級を保持し、それ以外は最多で44人学
級というところもあります。少人数学級を望
む声は教師や保護者から多く聞かれ、今回の
請願には「子供たちの個性や理解力の違い、
家庭環境の違いがある中、学習や生活指導全
般に担任の先生の目が行き届くような少人数
学級を望む」とあります。全学年に35人学級
が拡大することを国や都に要請すると区議会
で決まったことは大きな前進です。
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③

④

13日 『ＳＴＯＰ・安倍政権』
14日 復興支援バザーあけぼの市
15日 本会議（一般質問）⑤
17日 災害対策委員会
18日 子ども子育て委員会、地域
振興委員会の傍聴
19日 議会運営委員会傍聴
控室で仕事中
22日 文教委員会
23日 内藤弁護士講演、「戦争法案と横田基地」
24日 厚生委員会の傍聴
25日 建設委員会の傍聴
26日 総務区民委員会の傍聴
30日 ６月議会閉会
⑤

議会傍聴ありがとうございました

どんなことでも
お気軽にご相談ください

おげんきですか

日本共産党文京区議会議員

福手ゆう子です

文京区本駒込6151367549605
日本共産党区議団控室 58031317

NO.1

法律･生活相談
第１・３木曜日
午後３時～５時

小竹ひろ子事務所にて
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事前に電話でご予約下さい。

戦争法案（
）廃案を
６月議会
国に 求め る 請願が 採択！
安全保障法制
の関連法案

改選後初の

いわゆる戦争法案に明確に反
６月30日の区議会本会議で、
対の請願採択は23区では初めて
国会で審議中の安全保障法制関
です。世論調査でも法案「反対」
、
連法案は、「憲法９条に反する」
などとして国に廃案を求める請 「違憲」は過半数を超え、内閣
「不支持」は43％で「支持」を
願が採択されました。
上回る状況です（毎日）。追い
この請願は、文京平和委員会
つめられているのは「戦争法案」
が提出し、26日の総務区民委員
と安倍政権です。
会で、自民、公明党の２人が反
数の力の強行を許さぬ国民共
対。共産、未来、市民の計６人
同の世論と運動で「廃案、退陣」
の賛成多数で採択されたもので
まで頑張りましょう。
す。
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【日本共産党文京区議団の夕方宣伝はじめました】

②

18日 新人議員研修
20日 新人議員研修（施設見学）
21日 党区議団要望区長申し入れ②
22日 ９条の会
23日 第九中学校運動会
25・26日 党区議団泊まり込み合宿
27日 党・新人研修、法律相談
28日 召集議会
29日 生活保護申請同行
「戦争法案反対」夕方宣伝③
６月
１日 議会運営委員会傍聴
４日 法律相談
明化小改築基本構想
検討会の傍聴
５日 柳町小学校の視察④
７日 本郷消防団消防操法
大会
「戦争法案反対」署名宣伝行動
８日 中学校教科書閲覧
10・11日 本会議

保育園の待機者は昨年比で28人増の132
人の児童が認可・認証保育園のどちらにも
入所できませんでした。しかし、認可保育
園に入りたくても入れず結果として認証保
育園に入所した数を含めると449人が実質
的な待機児数となります。
待機児の分析では、今年度は本駒込地域
が最多。また、両親ともフルタイムで働く
世帯の待機児が７割の92人もいます（前年
比５％増）。
この間、保育園は365人分定員が増えま
したが、子育て世代の人口が増えている中、
待機児問題は増々深刻です。今後、区は千
石３丁目の外務省宿舎跡地に園庭付き保育
園建設のために取得しました。さらに公有
地活用し保育園増設を進めていきます。
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５月下旬からほぼ毎日、共産党区議団は区内の駅
前や大通り沿いで「戦争法案反対の夕方宣伝」をス
タートしました。
戦争法案反対署名やチラシ配布、議員は弁士とな
り 名前後で宣伝しております。本駒込・千駄木地
域ではこれまでに４回
（白山上・動坂下・上富士交差
点・本駒込５丁目不忍通り沿い）
行いました。学生さ
んや子供連れの方、戦争経験された方、買い物帰り
の方などが訴えに耳を傾け署名をいただいています。
数の力で強行成立させる訳にはいきません。一人
一人の反対の声を集めて大きな力となれば廃案の道
は開いていきます。区内で見かけましたら、どうぞ
チラシを受け取りお読みください。

３月末で区内４つの交流館が廃止されました。
“部屋を取ろうとしたけど、もう埋まっていた”“交流館
は利用料が安く使いやすかった”“遠くの会場は足が痛く
て行けない”等々、地域の方には交流館廃止で不便をきた
している現状があります。本議会で「施設は集中させるの
ではなく、分散してあるべき。高齢化社会においては場所
の確保は重要な問題。集会施設を新たに確保すべき」と質
問しましたが、「施設受付時に申込数は集計していないが、
競合は少ないと思われる」と回答。傍聴に来た方々は納得
できない回答だと口々に話していました。引き続き改善に
向けて取り組んでまいります。

４月
14日 都・交通局交渉
26日 区議選投票日①
2160票で初当選
28日 区内一巡宣伝
①
５月
１日 メーデー
７日 区の職員幹部と初顔合わせ
10・11日 日中友好協会の旅行
「満蒙開拓平和記念館」へ
12日 勤労福祉会館で区政報告会
13日 新人議員研修会（20日まで）
15日 災害総合訓練
16日 文京区女性団体連
絡会総会 前進座
の観劇
17日 『やまびこ荘・山
菜とり』
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本駒込南交流館廃止の影響…

活動報告

２０１５年

高畑久子さんの談話

（文京平和委員会）
30日の本会議場では、請願
を採択する、これまでと180
度違う区議会を拝見しました。
「安倍さんは怖い」と青年や
学生が立ち上がり、子どもや
孫を戦場に送らせないという
子育て世代、高齢者の強い意
思が議会を動かしたなと確信
しました。

文京区から戦争法案反対の願いを
『６･13 ＳＴＯＰ安倍政権 大集会』に、本駒込・
千駄木地域から15名で参加しました（全体で１万6000
人参加）。「戦争法案絶対廃案」「若者を戦場に送るな」
の思いを一つに豊洲をデモ行進。沿道から「頑張って」
という声援や、高層住宅からはあちこちで手が振られ、
多くの方が廃案を願っていることを実感し元気付けら
れました。
戦争は絶対にいやだ、戦争法案は許さない、この一
点で協力をして文京区から世論を広げていきましょう。
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区政へのご意見・ご要望をお寄せ下さい。

公 約 実 現 にむけ区議会で奮闘！
中学校の全特別教室にクーラー設置が実現
前倒しで６月工事、７月から快適授業

柳町小増築問題、35人学級、保育士
処遇改善の請願採択！ 自・公は反対
今議会では、児童の増加で校
舎を増築する柳町小学校の保護
者や地域、歴代ＰＴＡ会長等か
ら出された、柳町小校庭面積を
維持することを求める４請願が、
共産・未来・市民の賛成で採択
されました。心の拠り所の「や
なぎの森」を守れという声を計
画に反映するか、文京区の対応
が注目されます。

他に、「新日本婦
人の会」からの「35
人学級を全学年に拡
大する」ことを求め
る請願、保育士の処
遇改善を求める請願
が、共産・未来・市
左より、金子、こうだ、いたくら、島元、関川、福手、まんだち区議＝議場にて
民の賛成で採択され
ました。自公は一貫して区民の
中学校教科書採択について
声に背を向けました。
教育委員会の教科書採択の方針
は公正かつ適正としています。
文教委員会では、「太平洋戦争
は自存自衛の戦争であった」等、
共産党は、「未来」について
育鵬社や自由社の歴史教科書は事
は今後の動向を注視し、議長は
実と異なる記載があり、子どもた
「白票」を投じ、副議長選は第
ちが学ぶ教科書にはふさわしくな
二会派となった共産から出すこ
い、教科書を使用する教師や子ど
とを表明。投票結果、議長は自
もたちの声を一番大切にすべきと
民 （ 白 石 氏 ）、 副 議 長 は 公 明
要望しました。
（松丸氏）と決しました。

日本共産党区議団（７名）
副議長を主張
議長は自民・副議長は公明に
４月の区議選の結果、自民９、
共産７、公明５、民主４、諸派・
無９と、議席増は自民と共産の
み。民主は、維新や無所属議員
らで10
人会派「ぶんきょう未来」
を結成し、 今後は議案等には
「是々非々」で臨むと表明。

６月の総務区民委員会で「使用料、手数
料の改定の考え方」が報告されました。３
年前、財政の健全化と「受益者負担」を理
由に、いっせいに施設使用料や駐輪場料金
（３年間で12倍）、育成室・幼稚園保育料が
上げられました。「３年ごとに見直す」と、
消費税増税の転嫁を理由に来年度から更な
る値上げです。
現行料金が区の使用料案より低い場合は、

上限20％でどん
どん値上げされ、その結果、区民施設の使
用料は軒並み100～200円、シビックの区民
会議室は最高800円の値上げです。さらに
育成室保育料は月額１万円、幼稚園は13,
0
00円が提案され、「子ども子育て会議」で
検討が進められます。
区は９月にも条例改定を予定しています。
「値上げストップ！」の声をあげましょう。

待機児童過去最高に 庭のある保育所を
今年４月、どの保育も受けられな
い児童は昨年の104人を上回る132人
とさらに深刻です。自治体には保育
の実施義務があり（児童福祉法24条
１項）、認可園を希望しながら認可
外（認証、保
育ママ、幼稚
園預かり等）
の保育を受け
ている児童を

加えた449人と新規申込者に対し、
認可園を用意する責任がありますが、
新設計画は3園で定員220
人程度です。
同時に、保育条件はどの子にも平
等である必要があります。区は、取
得した外務省宿舎跡地（千石３）に
来年度誘致する私立園の事業者募集
で園庭設置を条件にします。引き続
き、園庭やプールのある認可園を求
めていきます。

元町公園・旧元町小の保全活用
地元・区民意見を取り入れよ

有識者が一年かけて検討してい
た元町公園・旧元町小学校の保全・
有効活用に関する提言が、六月の
総務区民委員会で議論されました。
提言では、関東大震災の復興小
公園・小学校 のうち当時の姿を
伝える唯一のもので、区が歴史性、
防災性、公共性に配慮した保全活
用を具体化するよう期待していま
す。
しかし区は、区としての方針や
ビジョンも示さず、年内に事業者
プロポーザルの検討、年明けに公
募、そして選定、設計、 年度に
工事着工と発表。 これに対して
「地元無視も甚だしい」と地元町
会から、区長、議長に抗議文が出
されました。区は、区民意見を充
分に取り入れ保全と活用の具体案
を責任もって示すべきです。

育成室１万円、幼稚園１万３千円を提案

と求め、区側は「早急に使用 今年工事の学校
できるよう設置する」と答弁 一中 ８教室
していました。
三中 ７教室
今年６月本会議で福手議員 八中 ７教室
の「設置工事の状況は？」と
九中 ９教室
の質問に、教育長は「６月末
十中 ７教室
で工事完了する」と回答。実
態調査や議会論戦により工事 文林 ９教室
本郷台 ４教室
が早まりました。

52

30

朗報

使用料などまた値上げに

日本共産党区議団が求めて
きた小中学校普通教室に続き
全ての特別教室へのクーラー
設置が実現しました。
昨年５月には26の小中学校
を訪問し、同年６月の本会議
で「暑い時期を迎える前に設
置して欲しいとの要望に応え
るべき…前倒しして実施を」

●区政情報
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シビック改修計画
外壁等の調査・改修が進行中
のシビックセンター。区は大規
模改修の基本計画を策定します。
試算で248億円かかるという改
修の全容をきちんと区民に説明
すべきです。学校や区施設改修
を後回しにしてはなりません。

春日後楽園駅前再開発
178億円の税金投入となる超
高層の再開発計画は、９月着工
の告知板が出されました。
「仮
住まい・仮店舗が決まっていな
い」という地権者の声。風害や
日照、交通への影響が懸念され
ます。

シルバーピア申込方法変更
区は来年度をめどに、シルバー
ピア入居者選定方法を変更する
と報告。「抽選」を廃止し「ポ
イント制」にし、年齢、所得、
居住年数、住宅状況等を勘案し、
住宅困窮度の高い人から入居し
やすい方法を検討しているとの
こと。日本共産党区議団は公営
住宅の増設と合わせ行うべきだ
と提案しました。



国有地の活用で

新たな特養ホーム建設に向
け、総合福祉センター北側台
地の財務省小日向住宅跡地
（約7100㎡・写真）を取得す
るため、区は国との協議を開
始しました。また、難航して
いた春日２丁目の旧建設省宿
舎跡地は、区が取得し100床
規模の特養を計画しています。
2017年４月開設予定の旧教
育センター跡地（春日）の116

特養ホーム
整備！

床に次ぐ計画ですが、500人
を超える待機者の願いに応え
るために、新たな用地確保が
課題でした。茗荷谷の都バス
車庫跡地も特養など区が活用
するよう求めています。

