区政へのご意見・ご要望をお寄せ下さい。
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お元気ですか

私の街にも変化が

屋根付バス停が実現！
屋根、バス
接近表示付に
なった都バス
（上58） 千石
三・バス停。

①

③

街路樹・歩道整備
不忍通りはシラカシ
不忍通りは、
電線の地中化、
バリアフリー
街路。イチョ
ウから常緑樹
のシラカシに。

千川通りはハナミズキ
現在路面改
修中の千川通
り（千石３・
大塚４側）。
25本の街路樹
が、プラタナ
スからハナミ
ズキに。

春日通り・茗荷谷駅前はソヨゴ
歩道の整備、電線の地中化、
自転車専用レーンとともに道路
の脇の街路樹として高木は常緑
樹のソヨゴ、低木はビンカマショー
ルになる予定。

④

（４月）
４土 三上満さんが激励、島元雅夫事務所
開き④
６火 石川啄木終焉の地に歌碑建立記念講
演「ぶんきょうの啄木」⑤

⑤
19～2
6 区長・区議会議員選挙
当選⑥
（５月）
９土 千石２M建設住民説明会
東京保健千川支部総会
12火 党の会議 議員団会議

⑥
７名全員

矢車会

危険遊具の点検と改善を！
幼児を遊
ばせてい
たジージ
から危険
な「すべ
り台」の
点検改善
の相談が
ありまし
た。
６月25日、「至急の現地調査
を行う」と区から回答があり
ました。（建設委員会）
14木
16土
20水
21木

４月14日、小竹ひろ子都議と
都交通局へ申し入れ、５月27
日には、地元住民の方と現地
調査を行いました。
６月16日の自治制度特別委員
会で、区は特養に限らず福祉
施策に活用する方向で検討す
ると答弁。都も区の意向を受
けて検討すると回答が。

簸川会くらしと法律なんでも相談
前進座 文七元結 観劇
区議団長会議
区長申し入れ⑦

⑦

22金 氷川下町会総会
24日 大塚小学校運動会
30土 青柳小学校・文京１中運動会
（６月）
４木 小石川植物園遺跡見学会 縄文期の
土器や遺構⑧
10～30 第18期改
選区議会
14日 簸川会総会
⑧
と「平和な暮ら
しと憲法」記念講演⑨
11～15 本会議（萬
立議員代表質問、
福手議員初の一般
質問）
16火 自治制度特別
委員会
⑨
24水 厚生委員会
25木 建設委員会 小石川植物園万年塀Ｌ
字型塀の基礎を外側に向けることを求め
る「守る会」の請願は自民、公明の反対
で不採択
26金 総務区民委員会 23区初、戦争法案に
反対する請願が採択され国の関係先へ送付
30火 本会議最終日

一中、十中の特別教室に
クーラーついた
一中を訪れた
保護者から
「 涼し げ で し
たよ」と声を
かけられまし
た。暑い夏に
間に合いまし
た。（中面参照）

くらしと法律なんでも相談

島
夫 でですす
元雅
雅夫
島元

・相談は服部大三弁護士です

８月13日 ９月10日
10月８日 11月12日

あらゆる差別と貧困の克服、どこまでも人間
の尊厳を大切にする政治に力を尽します

都バス大塚車庫跡地は
区民 が活用できる土地に

②
（２月）
１日 初参り・浅草界隈そぞろ歩き①
（３月）
８・2
9日 大きく翔け共産党 島元雅夫の
つどい②
29日 豊島岡万年塀改修、周辺ごみ置き場
の再度調査③
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日本共産党区議会議員

特養・保育園不足は深刻！

７人全員当選！ありがとうござい
ました。私も前回比236増の1,
733
票で10期目をスタートします。
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文京区千石３ ３ １
（3942）2776
日本共産党区議団控室 （5803）1317

いずれも午後７時より
簸川会・島元雅夫事務所
（3942）2776

戦争法案（
）廃案を
６月議会
国に 求め る 請願が 採択！
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。
文京平和委員会が提出した請
願は、26
日の総務区民委員会で、
反対は自民、公明の２人、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。
明確に戦争法案に反対の請願

安全保障法制
の関連法案

採択は東京23区では初めて。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4
3％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」へ一気
に追い込みましょう。

高畑久子さんの談話

（文京平和委員会）
請願を採択する、これまで
と18
0度違う区議会本会議場
の風景。「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ない
という子育て世代や高齢者の
強い意思が議会を動かしたな
と確信しました。

緊迫 戦 争 法 案

採 決 論 外 廃案しかない

この夏までに、海外で戦争
できるようにする「戦争法案」
成立が狙われています。「共
産党さん戦争を止めて」「息
子を戦場に送らないで」「戦
争は絶対にダメ！」は国民多
数の願いです。党をつくって
93年、反戦平和を貫く党とし
安全保障法案
（戦争法案）
は憲法に…

て、立場の違いを超えて共同
し法案阻止に総力をあげます。
戦争を止めるのは今。違憲
の法案反対、９条守れ！の世
論と運動は急速に高かまり、
大きくなっています。法案採
決など論外で、廃案しかあり
ません。

宣伝する島元雅夫区議

安倍内閣の支持率推移

安保関連法案の今国会成立に
７月７日付
「毎日」 には
安倍内閣の不
支持が支持を
上回る世論調
査の結果が出
ました。
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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」
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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。

