区政へのご意見・ご要望をお寄せ下さい。

藍染大通り(
根津２丁目)
の整備が始まります（27
年度は地元説明と実施設計、28年度に工事）。区は
藍染大通り～根津神社前までの区道の舗装を景観配
慮型「石畳風グレーアスファルト舗装（カッター目
地）」と計画しています。この舗装の施工実績は区
内に無く、新宿西口のヨドバシカメラ前に施工され
ていることがわかりました。私は「住民に舗装見本
も示し、相応しいものに」と強調し要望しました。

月
前倒しで６
工事完了

７月から使用可能に

日本共産党文京区議団が長年求めてきた小・中
学校へのクーラー設置がいよいよ全教室で実現し
ました。６月議会で日本共産党が先送りされてい
た特別教室のクーラー設置問題を取り上げ「すで
に５月に30度を超えた日が出ています、設置工事
の状況は？」と質問。教育長は「６月30日までの
期間で設置工事を行う」と回答。生徒たちは本格
的な暑さが到来する７月からどんな授業もクーラー
のある教室で授業が受けられます。対象は八中、
文林中など（中面参照）。

３月

４月
２日
３日
４日
６日
７日
８日

千駄木・白山上地域で街宣
千駄木駅宣伝 政策会議 赤旗集金
福祉センター開所式
選挙事務所びらき（千駄木２）
根津小入学式 千駄木地域街宣
八中入学式 区民相談
東大前駅宣伝 根津幼稚園入園式

14日
15日
16日
17日
19日

26日
27日
28日

５月
１日
２日
３日
７日
９日
12日
14日
15日
16日
18日
19日
20日
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■金子事務所
文京区根津11914ロウ盛ビル１階 38288830
文京区弥生158302
38682259

弁護士による法律相談
（予約制）を行っています
お気軽にご利用ください
■金子てるよし事務所

月１回開催
控室・事務所まで
お問合せください

■小竹ひろ子都議事務所

第１・３木曜日

文京区小石川 21725
38159301

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

６月30日の区議会本会議で、
国会で審議中の安全保障法制関
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
願が採択されました。
この請願は、文京平和委員会
が提出し、26日の総務区民委員
会で、自民、公明党の２人が反
対。共産、未来、市民の計６人
の賛成多数で採択されたもので
す。

いわゆる戦争法案に明確に反
対の請願採択は23区では初めて
です。世論調査でも法案「反対」
、
「違憲」は過半数を超え、内閣
「不支持」は43％で「支持」を
上回る状況です（「毎日」）。追
いつめられているのは「戦争法」
と安倍政権です。
数の力の強行を許さぬ国民共
同の世論と運動で「廃案、退陣」
まで頑張りましょう。

２期目がスタート

活動日誌

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。
7/5

決意新たに頑張ります

中島つかね区長候補と写真撮影
白山上 田村智子参院議員街宣
児童福祉関係者と懇談
根津神社つつじまつり観躅会
選挙公報作成 千駄木地域街宣
根津駅宣伝 交通局申し入れ
東大前駅宣伝
千駄木地域、白山上宣伝
千駄木駅宣伝
区議選告示（第１声 千駄木２丁目）②

区議選投開票 2274票で当確
当選証書授与式
根津駅で結果報告宣伝
選挙結果報告で区内一巡宣伝

日本共産党

区議選では2274票の大きなご支持をいただ
きました。くらし・福祉・防災対策最優先
の区政へ全力を尽くします。

本会議場・前列中央が金子
21日

②

白山上宣伝
選挙結果報告会
憲法記念日宣伝 根津駅で
議員初顔合わせ 足立区議選支援
坂下平和地蔵語り継ぐ集い
根津駅宣伝
友人の結婚祝う会
千駄木駅宣伝 水防訓練 区民相談
根津小公開授業 文京区女性団体連絡会総会
前進座観劇
法律相談
団会議
区観光協会懇親会

下町まつり打合せ
区長申し入れ
22日 区民相談 西片９条の会
23日 根津地域街宣
25，26日 区議団合宿
27日 アカデミー評議員会
28日 招集議会
29日 バリアフリー基本構想協議会傍聴
30日 医療生協養生会総代会

６月
１日
４日
５日
７日

所管事項打ち合わせ
小石川植物園遺跡発掘の見学
都市計画道路について聞き取り
本郷消防団操法大会
戦争法案反対の街頭宣伝
８日 建設委員会正副委員長会議
９日 五日市憲法バスツアー実行委員会
10～12日 本会議
14日 土建デ―・健康チェック
15日 本会議
17日 自治制度調査特別委員会
18日 子ども子育て支援調査特別委員会
19日 不忍通り拡幅協議会総会
20日 東京保健生協総代会
25日 建設委員会
27日 志位委員長質問見る会
29日 みんなのまち編集会議
30日 本会議
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「戦争法案」必ず廃案に

１日 予算委員会打ち合わせ
２日 青少年問題協議会 区議選政策会議
３日 根津駅宣伝 本会議 区民相談
４，５，６，９，10，11日 予算委員会
８日 防災訓練(
根津小) 予算委員会打ち合わせ
12日 区民相談 白山上宣伝
13日 千駄木駅宣伝 本会議(
最終日)
14日 教育ｾﾝﾀｰ内覧会 街頭宣伝
15日 区民功労表彰 よみせ通り宣伝
16日 立候補予定者説明会
17日 根津駅宣伝 財団アカデミー評議員会
18日 東大前駅宣伝 法律相談会
19日 根津幼稚園卒園式 建設局申し入れ
区民集会 春日～湯島までデモ参加
20日 千駄木駅宣伝 八中卒業式
区議選立候補事前審査
21日 向丘地域活動センター開所式① 街頭宣伝
22日 選挙事務所開設準備
24日 根津駅宣伝 消費税
廃止各界連絡会
25日 東大前宣伝 根津小
卒業式
26日 白山上宣伝
27日 千駄木駅宣伝 区議
選政策会議
①
28日 陽だまりの里開所式 街頭宣伝
30日 税務課聞き取り 大学院生と懇談
31日 本会議 総務区民委員会

10日
11日
12日
13日
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こんにちは

国会審議が進めむほど「反対」が広がっている「戦争法案」。
「今国会での成立に反対」「憲法違反」の声も広がっています。安
倍政権の不支持率は ％で、支持率 ％を上回りました。（「毎日」
）自民・公明による数の力で強行することは許されません。「戦
争法案ＮＯ」が圧倒的な世論となれば、国会での力関係を乗り越
えて廃案に追い込めます。力合わせ頑張りましょう。
街頭宣伝に激励相次ぐ
日本共産党区議団は定例区議
会中も、夕方の駅前宣伝で「安
保法制」の正体が戦争法案であ
ることを訴え、署名を呼びかけ
てきました。国会で憲法研究者
が相次いで「憲法違反」と指摘
した直後の日曜日（７日）、戦争
９条守る党派超えた共同へ
体験のある
日本共産党は４月の区議選で
代の女性や慶 「ストップ戦争法案」を掲げ前
回と比較して約３千票増で、７
応大に通う学
名全員が当選でした。選挙後、
生と対話にな
これまで国政問題で態度を示さ
り質問や激励
なかった議員からも「戦争法案
を受け、 日
は廃案に」と発言がされるよう
の根津駅前で
になっています。区長は相変わ
は１時間でビ
らず「推移を見守る」との答弁
ラ 枚、署名
ですが「憲法９条を生かしてほ
筆、戦争法
しい」という声は確実に区議会
案についての
を動かし 区で初めて「廃案求
パンフが５部
売れ、訴えれ
める請願」が採択される変化を
ば「反対」の
作り出しました。「戦争法案反
声が広がるこ
対」の一点での共同を
とを実感しま
広げるため力いっぱい
した。
頑張ります。

金子てるよし

指導にあたっています。この私立園で
は配置された保育士は新人が多く、ベ
テランが辞めたりと、保育の安全面で
の不安が噴出した状況と言えます。区
は、待機児対策として５年先までに新
たに２５２人分の枠を確保するとして
いますが、いずれも「私立認可保育園
の誘致を中心に」とのことです。この
方針は撤回し、区の保育実施義務（児
童福祉法 条１項）を明確にして区立
保育園も増設することを求めます。

八中・文林中など特別教室へのクーラー設置

私立認可保育園で経営体制の変更、保育士も多くが辞める事態に

「石畳風グレー」の舗装計画

これでもまだ「 企業立 保育園誘致中心」で
待機児童対策をすすめるのか！

藍染大通り～根津神社前の区道

「保育施設トラブル多発」「都内で急
増、人材追いつかず」―こんな新聞記
事が６月初旬、報道されました。例示
されたのは、文京区の今年認可となっ
た保育園です。昨年末に経営者が急きょ
変わり、園の名称も変わり、保護者説
明会が行われました。４月から新認可
保育園としてスタートしたものの、そ
の後、正規・非正規職員の辞職が続き、
文京区は毎日、非常勤のベテラン保育
士さんを巡回支援させ、具体的な保育

神社の町に 根津
ふさわしいものに
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90 2015.夏号

日本共産党文京区議団ニュース No.
90

58031317

ホームページ:ht
t
p:
//www.
j
cpbunkyokugi
dan.
gr
.
j
p/
Eメール:mai
l
@j
cpbunkyokugi
dan.
gr
.
j
p

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
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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。

