区政へのご意見・ご要望をお寄せ下さい。
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育成室・区立幼稚園値上げ

子育て支援・少子化対策に逆行！

こ

文化財級の旧校舎は保存を
築85年の明化小の改築構想検
討委も最終局面。関東大震災後
の改築小学校として、重厚な旧
校舎をどう残すか課題になって
います。

教室腰壁と廊下

また、中心で活躍した小茂田
甲午郎は、小学校は「子供の王
国と考えるべき」と論じました。
このような理想のもとに明化小
は建設されたのでした。
こう ご ろう

今、「日本建築学会関東支部」
等様々な団体から、旧校舎の保
存活用に関する要望書が届いて
います。
建物の
耐久性に
ついても
問題ない
とされ、
区の英断
が期待さ
れます。
人研ぎ仕上げの手摺り
大事な区
の財産、旧校舎は保存すべきで
はないでしょうか。

30日
31日
８月
１日
２日
３日
４日
５日
６日

党会議
ノーマライゼーション講演・映画の集い
区議会救命講座
団会議 教育委員会傍聴
生活相談
教育委員会傍聴 法律相談 映画会「日本と
原発」
７日 PTAと懇談
８日 地域宣伝
９日 党会議
12・13日 区議団
18日 団会議
19日 ９条の会会議
生活相談
20日 党会議
21日 中P連と懇談
② ぶどう棚の下で（右から２人目こうだ）
22日 地域宣伝
24日 団会議
25日 地域宣伝 子ども子育て会議傍聴
26日 代表質問作り 財政課レクチャー
27日 年金者組合総会出席 後援会会議
28日 団会議
29日 「大原地区子ども祭り」たこ焼き担当
30日 防災フェスタ UNウイメン式典出席
戦争法廃案総がかり行動 国会前集会
31日 代表質問提出 党会議
９月
１日 地域宣伝
２日 議会意見書案作成
３日 請願・意見書提出 生活相談 法律相談
地域宣伝
４日 団会議 生活相談 相談文書作成
５日 「千石白山９条の会」会議 中P連研修会出席
７日～10月20日までの日程で 区議会始まる
８日 教育委員会
10日 夕方地域宣伝
11日 委員会打ち合わせ
12日 姪の結婚式
13日 板橋ぶどう祭り 氷川神社祭礼
14日 地域振興特別委員会 予算要望書会議
15日 団会議
16日 千石３、外務省跡地説明会参加
17日 文教委員会聞き取り 地域宣伝
18日 緊急要望で区長交渉 団会議 決算質問提出
19日 千石白山９条の会
20日 党会議
21日 文教委員会準備
24日 文教委員会
25日 生活相談
26
日 ノーマライゼーショ
ン映画・講演
27日 お祭り鉢洗い
28日 地域活動
29日 地域活動
30日 党会議
明化小で

日

員
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ー

議員控室
1317
（FAX）38113197
5803-

文京区千石２ 4311
39462218（FAXも）

ht
t
p:
//www.
j
cpbunkyokugi
dan.
gr
.
j
p/
kouda@j
cpbunkyokugi
dan.
gr
.
j
p

戦争法廃止の 政府を

守れ

立 憲 平 和 民 主
主 義 主 義 主 義

19





９月17日

千石交差点で訴えるこうだ



千石３外務省跡
区 議 会 本会議 軒並み逆転！
保育所 説明会 委員会「不採択」→本会議「採択」に
９月16日、大原地域活動センターで説
明会が行なわれました。
施設は保育所と遊び場、防災備蓄庫、
防災スピーカーが設置される計画で、
2017年４月開設予定。
参加者から◆騒音等住環境への影響を
最少限にする設計を◆住民の集会所を作っ
て◆近隣の意見を入れた要綱の作成◆今
後も意見交換の
場をもつなど
「近隣が後押し
できる進め方を
して欲しい」等々
要望が出されま
千石３外務省跡地にて
した。

■特別養護老人ホーム
の増設
■公衆浴場の確保
■これ以上銭湯を失わ
ないための方策
■原発再稼動・輸出の
中止
■羽田便の区上空通過
停止
五つの請願が、委員
会では不採択だったも
のが本会議で採択され
ました。春の選挙以降、
民主は「未来」会派を
結成し「区長与党」か
ら「是々非々」に。自
公過半数割れで風通し
がよくなった結果です。

の

だ

25日
26日
27日
28日
29日

明化小検討委傍聴
学校視察
学童保育連協と懇談
党本部会議
生活相談
土建支部と懇談
①
保育園分会と懇談
町連と懇談 生活相談 学校分会と懇談
団会議 地域宣伝 戦争法反対区民集会
会館使用料値上げ説明会に参加
会館使用料値上げ説明会 地域宣伝
党会議
7月議会 文教委員会
みどりの郷と懇談 地域宣伝
福祉センター視察 生活相談 まちづくり懇
談会
介護事業所と懇談 介護支援「健生」と懇談
地域宣伝 マンション紛争相談会
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区
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正面玄関から
さ

復興時の東京市建築局長佐野
としかた
利器は「児童の心理とか教育の
目的…考慮に入れて」「総て丸
味を持たせ…」と述べています。

も

７月
14日
15日
17日
18日
19日
21日
22日
23日
24日

久
だ

区議会

美子

野党協力へ世論の後押しを

明化小旧校舎 「子どもの王国」の理想が
建築コンセプトだった

こうだ久美子の
活動日誌

の

ト

母負担にすると言いますが、な
ぜ25％か、納得できる根拠は示
されません。
文科省が幼児教育の無償化を
打ち出したものの財務省の大反
対で実現しませんでしたが、今
の国でさえ子育て負担軽減の考
えをもっています。
少子化に歯止めをと言いなが
ら少子化へのアクセルを踏む、
区の値上げに何の道理もありま
せん。値下げこそ必要です。

第１・３木曜日
時間 午後３時～５時
場所 小竹ひろ子事務所
（小石川２ 1725）
（ こうだ）へ
 09083128408

２０１５
秋 号

９月 日未明の国会前は、
若者達などが「立憲主義を
守れ」「平和主義守れ」「民
主主義守れ」「戦争法許す
な」と声を上げ続ける中、
強行採決されたと一報が入
るや「野党は共斗して自公
を倒せ」のコールに変わり
ました。
その日、日本共産党は中
央委員会総会を開き、「野党個人・団体の選挙
共斗で国民連合政府をつくり、戦争法・閣議決
定を撤廃を」と呼びかけました。後日、志位和
夫委員長は「シールズなどの若者達の 野党は
共斗して政府を のコールを聞いて、７月ごろ
から考えていた」と話していますが、この呼び
かけは各界に衝撃と「これしかない」との期待
を呼んでいます。まだ紆余曲折あるでしょうが、
世論の後押しがあれば必ず突破できます！

区は2016年か
ら育成室の保育
科を月額7000→
10,
000円に、区
立幼稚園は9000→13000円に値
上げするとし、11月議会で決め
ようとしています。12年の育成
室は4000円、幼稚園は6000円で
したから、実に４年間で２倍以
上、こんな自治体はありません。
区は値上げの理由に、人件費
や維持費（光熱費）の25％を父

無料法律相談（要予約）

「立憲主義」に関する条文
憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条文に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他
の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

文京区議会会派人数
自公が過半数に満たない

右端こうだ
本会議で採択されました〔写真提供：東京新聞〕
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区政へのご意見・ご要望をお寄せ下さい。

車
バス 庫

都

跡地は区民のために活用を
使用料

基金616億円でも区施設値上げ

区施設等値上げ条例23件も
共産･市民は反対

また値上げの体育館使用料

区の説明には福祉や社会教育
９月議会に、区民施設の使用
料などを来年度から引き上げる という考えが欠如しています。
23件の条例が提案されました。 「税金の２重取りだ」「財政は豊
「受益者負担」を口実に、光熱 かなのになぜ値上げ」「そんな
費や維持管理人件費の増加と消 に高くなれば使えない」との声
費増税等を値上げの理由とする があります。際限なく区民に押
区側に、日本共産党は616億円 し付ける「受益者負担」をやめ
もの基金（貯金）があることを させる必要があります。
示し、値上げストップを求め論
戦。しかし、未来(
民主等)
・自
民・公明の賛成多数で可決され
ました。
３年前に続く一斉値上げで、
年間8300万円の負担増、前回と
比べても大幅値上げです。

区が

特養用地取得

決算委員会等
で中止要求

春日２
国有地

特養ホーム増設（約100床）のため、
懸案だった春日２丁目の旧建設省宿舎
跡地（巻石通り沿い）は、区が約10億
円で購入することで決着。今後は応募
事業者が土地を借りうけ、建物を建設
し2018年４月開設予定です。
申し入れ文書を副区長に渡す区議団
（左より、板倉区議、小竹都議、島元区議、１人おいて萬立、国府田、関川、金子、福手区議）

都バス車庫跡地に高齢者・児童施設を
茗荷谷駅近くの都バス大塚車庫跡地
活用について、区は９月25日東京都に
対し、「活用したい」との回答を表明
しました。
日本共産党区議団は、３月末に閉鎖

された後、子育て・高齢者・障害者の
複合施設として活用できるよう都知事
へ申し入れ、５月現地調査、６･９月
議会での質問等で提案し、再度９月18
日に区長申し入れを行いました。

区内全域からのアクセスも良く、
7256㎡の広大な敷地は、区民の多様な
要望に応えるためにも、福祉インフラ
以外にも活用できるよう、引き続き要
求していきます。

子どもたちによりよい施設を！

厄介で
危険な

施設入所などで受け取れな
い「不達」は文京区で二五
％と見込まれるなど制度の
前提を揺るがす事態です。
情報漏えいや、悪用され
れば取り返しがつきません。
甚大なプライバシー侵害、
なりすましなど犯罪にもつ
ながりかねません。総務省
調査では八〇％の国民が懸
念や不安を示しています。
日本共産党は、制度を中
止するとともに、個人番号
カードがなくても行政手続
きができることを周知する
よう求めています。

マイ
イナ
ナン
ンバ
バー
ー 制 度は中止を
マ

十月からマイナンバーの
「通知カード」 が世帯毎に
簡易書留で送付されます。
国は、来年一月から税、
社会保障、災害の三分野で
利用を開始しますが、それ
ばかりか預金口座など官民
を問わず多くの個人情報を
一つの番号で管理しようと
してい
ます。
住民
票を居
住地に
おいて
いない
場合や

柳町小学校は改築を！

民営化の保育園や育成室で問題が表面化

柳町小では児童増での増築をめぐり、
「やなぎの森」を守れと運動が継続中で
す。築50年以上の校舎は老朽化が極めて
激しく、私達は、一部増築ではなく全面
改築とし、誠之小等と同様に改築構想検
討委員会を立ち上げ、「森」を含めた改
築構想の民主的協議を行ないすすめるこ
とを提案しています。

会社買収で経営者が交代となった認可
園は保育士の大量退職で体制が整わず募
集を休止。在園児は定員90名中38名。区
は保育の質を確保するため、営利会社の
保育園誘致は見直すべきです。
また育成室は、２年前指定管理者制度
を導入した千石育成室で職員の大量退職、
児童も相次ぎ退室した教訓に学び、今後
増設する４室は区直営にすべきです。

誠之小、明化小の改築問題
誠之小校舎は東京一古い築90年、明化
小は築85年。誠之小は設計が始まる段階
で、学校説明会が開催され、仮校舎で校
庭が使えなくなることを巡って意見が相
次ぎました。他所での仮設建設の再検討
が必要です。明化小は関東大震災後の改
築校舎で、文化財級との評価もある旧校
舎の継承をすべきです。

待機児の受け皿「臨時保育所」開設
区は認可園の待機児対策のため、来年
４月、礫川公園内に定員62名の「臨時保
育所」を開設します。民間事業者の運営
による認可外保育所で、耐震改修中の向
丘保育園が使用している仮園舎を活用す
るものです。共産党は、ひき続き認可園
増設へ全力で頑張ります。
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●区政情報
東京電力に賠償求める
福島原発事故の放射能汚染
で区は、空間線量や給食食材
等の線量を定期的に測定した
経費を東電から約650万円賠
償金として受領。Ｈ24年度以
降も東電に請求すべきと要求
しました。

本腰で公的住宅対策を
シルバーピアは、単身で20
人募集に168人、世帯では５
世帯に27世帯が応募し、相変
わらず狭き門です。高齢者、
障がい者、低所得者に安くて
良質な住宅が必要です。
シルバーピア入居を年齢な
ど困窮度順にしても戸数が増
えなければ要望に応えられま
せん。住まいは人権です。区
の責任で公的住宅を増やすべ
きです。

区議会に変化が
「不採択」の請 願 が本会議で「採択」に



７件の請願が採択された６
月議会に次いで、９月議会で
も６件の請願が採択され、区
議会はこれまでと違った様相
になりました。
今議会では12件の請願のう
ち、共産党は10件の紹介議員
となりました。請願を審議す
る各常任委員会では、採択１、
不採択９、保留２。しかし、
委員会で不採択となっ
た①特養ホームの増設
②公衆浴場の確保２件
③原発の再稼働中止④
羽田離陸航空機の上空
通過停止を求める請願
は、本会議での起立採
決で「採択」となりま

した。
今期の議員構成により、本
会議での採択では賛成多数で
区民の声が通りやすくなりま
した。
共産党区議団が区民の要望
を大切に聞き、紹介議員とし
て粘り強く請願に向き合って
きたことが、こうして実を結
び始めたといえます。

９月で廃業した菊水湯

