② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
●

こうだ久美子の活動日誌

こうだ久美子の 委 員 会 報 告
今回は厚生委員会です
◆寿会館廃止〔新生・公・自＝賛成
産・市民＝反対〕決まる！

共

新名称

使用方法

費用

高齢者クラブ予約受付

※西原寿

未定

地域密着型介護予防施設

未定

検討中

千 石 寿

千石交流館

白 山 寿

白山

〃

誰 で も 利 用 で １室
きる貸し館
7～800円

３ヶ月前～

〃

〃

〃
２ヶ月前～

大原会館

大原交流館

〃

800円

※白山南寿

未定

検討中、障害者施設か？

未定

※向ヶ丘寿

向ヶ丘保育園

向ヶ丘保育園が使用

実家の母と

区 立 大 塚 保 育 園 定 員 増 ５歳児７名
※１ 目 白 台 に 認 証 保 育 園 新 設
30名
※２ 幼保一元「柳町子どもの森」 1～5歳 58名
合計
95名増

誠之小130周年 えんじゅ祭り
十中学習発表会
６日 白千市
７日 区長に予算要望書提出 後楽園会
館視察
８日 団会議 地域福祉計画説明会
10日 清掃事業協力会50周年
11日 竹早高校理事会
12日 文京福祉センター祭り
14日 日本共産党第５回中央委員会総会
をビデオ視聴
16日 第４回定例区議会代表質問提出
17日 議会運営委員会正副委員長会議
19日 憲法改悪・大増税反対大集会 （明
治公園）
20日 文京後援会総会
21日～12月８日 第４回定例区議会開始
24日 千石３住環境を守る会陳情
26日 指ヶ谷小90周年
27日 レッドサンズ30周年
29日 「少子化」特別委員会
30日 議会運営委員会、議会広報小委、
意見書調整小委員
12月
２日 厚生委員会
４日 “輪になって話そう文京の保育”
７日 区民要求実現決起集会
８日 本会議第四回定例区議会終了 男
女平等勉強会
９日 社保協 「医療問題」学習会
12日 「白千会」役員会
13日 新年用写真撮り 団会議
15日 法律相談
16日 地域文化振興公社評議員会 白山
住民の会
19日 区長に介護保険・建築構造偽造問
題緊急要望
22日 保育のあり方協議会傍聴
25日 白千会もちつき大会

えんじゅ祭

白千市にて

磯野邸（大谷）前で

介護緊急要望

日

員

文京区千石２ 4311
39462218（FAXも）

日本国憲法の完全実現

初春
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そんな社会を目指して力を尽くします。

こんな日本変えるしかないじゃない
閉そく感を打ち破って









05.金沢自治体学校で

安心できる社会保障を

介護問題で

レポ

議員控室
1317
（FAX）38113197
5803-

緊急要望

これでは 「介護保険あって介護なし」 になる
昨年改定された介護保険法（自・公・民賛
成）で、昨年10月から介護施設利用者への部屋
代と食費が、全面自己負担となり、さらに４月
からの介護保険料37％の大幅値上げ案が出され
たことで、12月19日再度緊急要望しました。
欧米に比べて今でも少ない日本の社会保障費
を、さらに削減するため、高齢者に負担を押し
つけるものです。特養ホーム等入所者にとって、
住民税非課税でも年収80万以上は、年額18万円
の負担増、課税世帯は30
万円の負担増です。ショー
トステイや「老健」入所者には、家と施設とで
二重の居住費負担となる悪法です。
共産党は、千代田・港区のように食費等の軽
減策や、新宿区のような所得段階の細分化等に
よる保険料値上げ抑制等を求めています。

区教委

法律相談は毎月第３木曜です

５日

う
こ

会議
区議
党
産
共
本

区長に

◆育成室増設は①誠之地域②千石地域③
汐見地域の増設計画を、「子育て支援
計画」に盛り込むことを要求しました。
◆根津、目白台第二児童館指定管理者、
ワーカーズ・コープ（NPO法人）に。
共産党は児童館・育成室の指定管理
者移行に反対しました。業者選定では
父母会代表・児童館長が委員となり、
父母会と区当局の話し合いで募集条件
が設定された経緯や選定過程を検討し、
妥当と判断し賛成しました。しかしこ
れ以上の児童館・育成室の民営化拡大
は、絶対認められません。
◆大塚・小石川福祉作業所の業務委託、
（社福） 祐啓会に決定。 職員研修の充
実等を条件に事業内容と委託経費の評
価が妥当と判断し、賛成しました。

駐輪場視察

久
だ

区議会

美子



※１ 開設は秋頃になる模様で、４月はさらに新
たな待機児増が予想される。共産党は、場当た
り的増員でなく、抜本的で余裕のある保育計画
策定を要求しています。将来を見すえた「子育
て支援計画」にすべきです。

区議団控室にて

の

昨年暮れは、子どもをめぐっての衝撃
的事件に、私は打ちのめされました。そ
して、姉歯建築士の耐震強度偽造問題で
は、「一体この国はどうなっているのか」
と、多くの人が深い思いをめぐらせたの
ではないかと思います。
富裕層 という言葉が流行る一方、ニー
ト・アルバイト・派遣の若者達や毎年三
万人を越える自殺大国日本。押し寄せる
庶民大増税とセットで、押しつけられる社
会保障切り下げ……。根っこは政治です。

◆区が18年度保育園民営化断念
父母の会と区当局が２年に亘り「あり
方協議会」で議論してきたが結論出ず、
今後「保育ビジョン検討協議会（仮）」
を設立することが合意され、報告書が
出ました。民営化は撤回すべきと要求。
◆区が保育園待機児解消で増員計画

選挙戦

２００６
新春号

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力によ
る威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

暮らしの基礎が根こそぎが壊されてい
く社会の中で、モラルが崩壊し、犯罪の
温床がつくられていく。その先は監視社
会への誘導です。
ハリケーン「カトリーナ」に襲われ、
水没したのは 富めるアメリカ の神話
でした。そのアメリカにつき従う小泉日
本。郵政民営化も牛肉も沖縄・横須賀等
の基地拡張もイラクも憲法改定さえも
「アメリカの要求」からでした。曲がっ
た道を正す
私達の国なのだから。

※公園か売却とされていたが、区民運動と共産党の要求で存続活
用が決まったものです。この他本駒込北寿会館は売却とされて
いますが、存続を要求しています。

第九条

ト

主な寿会館

2005年９月
１日 千石駅前宣伝
２日 竹早祭打ち合わせ 共産党演説会
３日 白山千マンション説明会
４日 千石交差点宣伝
５日 選対会議
８日 法律相談 駅頭宣伝
10日 千石交差点宣伝
11日 衆院選投票日
12日 選挙報告集会
13日 介護保険計画レクチャー
14日 代表質問提出
15日 議会運営委員会
16日 保育のあり方検討協議会傍聴
20日 議会意見書案提出
21日～第三回定例区議会（10月28日まで）
29日 清掃・リサイクル特別委
30日 少子化特別委
10月
１日 心身障害者合同運動会
２日 林町小運動会
３日 議会運営委員会
４日 厚生委員会
７日 竹早高理事会
12日 保育のあり方検討協議会傍聴
13日 議運、教科書採択を考えるつどい
14日～25日 決算特別委員会
15日 千石保運動会、明化幼運動会
23日 消防団合同点検 敬老会
27日 男女平等勉強会
28日 本会議第三回定例議会終了、目白
運動場都市計画説明会
29日 幼保一元化検討協議会 関台小80
周年
31日 文教委員会・地域福祉推進協傍聴
11月
２日 都知事に主要五課題要望書提出
区政懇談会
４日 かつしか選挙応援 白山４丁目住
民の会

日本国憲法

小中の大規模再編 打ち
出す
５月に学校名公表、20年～実施

平成７年の「適正配置」基準は、120人以下
となっていました。 今回の素案の骨子では、
小学校は180人を下回る学校は対策を検討する、
としているため不安が広がっています。指ヶ谷
小では
「学校を残して」
と運動が始まっています。
中学校は、大・中・小と「規模の異なる学校
を配置する」として、７校にする例示がされた
ため、「11校から７校になるのか」と懸念され
ています。２年生が欠学年の７中については、
５中との統合が提案されました。新校舎は、大
塚の教育センターと新大塚公園の敷地に建設す
るとしています。
日本共産党は、●拙速に進めず、十分な議論
と合意のもとで行う●各学校の人口推計と30人
学級を大前提に検討する●小学校は地域との関
係と安全性を重視することを求めています。

