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お元気ですか

区政報告・
05．新春号

文京区議会議員

文京区千石２ ６ ２ （3942）2776
区議団控室（5803）1317

憲法９条守れ

くらしと法律なんでも相談
・相談は服部大三弁護士です
１月13日 ２月10日
３月10日 ７PMより
簸川会・島元雅夫事務所
（3942）2776

医療費無料化を小学６年生までに

子育て・介護支援に今年も全力で！
ました。被災地への救援活動に全力で取り組み、
直後の11月議会では、首都東京での直下型大地
震の発生を想定した震災対策を求めました。

「中高層建築紛争予防条例」改正へ

11月議会では「中
高層建築紛争予防条
茗荷谷駅前地区などの「再開発特集号」
例」の改正案が全議
員一致で可決されま
こうしたなかで私は、「茗荷谷駅前地区再開
した。その他、共産
発問題」等の抜本的な見直しを求める見解を関
党は区長提案の「安
係地域の全戸に配布しました。
９月13日には本会議場で、介護と障害者対策、 全安心まちづくり条
例」に反対、「文の
30人学級実現や教育基本法問題等で一般質問し
京自治基本条例」に
ました。（詳細は島元雅夫ホームページ）
は賛成しました。
各界懇談と施設調査を重点要望書に
（詳細は２、３面）
また党議員団とともに40を超える団体・個人
の皆さんとの懇談、全ての中学校や保育園・育
成室、特養ホームなどの訪問調査を行い、05年
度文京区予算編成にむけて「重点要望書」にま
本年も四つの大きな目標を掲げて頑張ります。
とめ、その実現を求めて区長・教育長にせまり
第一に世界と日本の平和を守ること。第二に、
ました。（詳細は区議団ホームページ）
くらしと営業を支
援する文京区政へ
の転換。第三に住
民本位の政治をつ
くること。第四に
医療と介護、福祉
を守り、健康破壊
を許さぬ運動をもっ
ともっと強めるこ
首都直下地震の震災対策を抜本的に見直せ
とです。
どうぞよろしく
10月23日、新潟中越地震が発生、震度７の川
小竹ひろ子前都議と島元雅夫区議
お願いします。
口町をはじめ中越地方に大きな被害をもたらし

都議選での勝利誓いあって

区政報告です

２００５年

新春号

区民の願いをとりあげ 島元雅夫区議 実現せまる

自衛隊はイラクから撤退せよ

旧年中はひとかたならぬご支援、ご尽力を賜
り、誠にありがたく感謝申し上げます。
昨年後半も政治、外交、経済万般に亘って重
要な出来事が相次ぎました。
区議会も決算審査を含む２回の定例会が続き、
息つく間もないが実感でした。

島元雅夫

一般質問に立つ島元雅夫区議

共産党は他会派と共同で
「乳幼児医療費助成条例」
を改正し、所得制限なしで
小学６年生まで無料にと提
案。結果は新生クラブや公
明党、自民党の反対で否決
でした。区も１億８千万円
で可能と答弁。お隣りの台
東や港区は４月から中学３
年生まで無料になります。
今問われているのは「子育
て支援」の真剣さです。

少人数学級を文京区でも
都内の公立小学校長会もすでに都に要望しています。「少
人数学級」実施の学校現場では、「勉強がわかり、子どもが
おちつく」が共通の声です。いまこそ「40人学級」に固執す
る都の姿勢をかえる時です。10月には、小竹ひろ子前都議と
教育長にも、区長にも申し入れました。
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21年目を迎え好評！

お元気ですか

大塚小学校

ついに校庭改修
開校50周年を迎えた
大塚小学校の校庭が、
２千万円の予算で今年
ようやく砂入り人工芝
の校庭に改修されます。堅くて老朽
化が著しく、子どもの発達や安全に
も悪影響を与える校庭の早期改修は
関係者の共通の思いでした。

ボイラー改修へ
千石西保育園

千石西保育園でも、
老朽化し漏水が生じて
いたボイラー（給水・
給湯管）設備が、２百
万円の予算で改修されます。
夏の訪問調査が力になって、平成
19年度の全面改修を待たずに実施さ
れることになりました。

島 元 雅 夫 活 動 日 誌
（2004年８月）
１日 第７回夏納涼祭野外映画
７日 保育のあり方検討協議会傍聴
10～13日 新潟３泊４日の旅（新発田、瀬
波、佐渡）構造改善中の水田 
13日 アテネオリンピック開幕
18日 全中学校施設調査（１中、７中、10
中、茗台中）くらしと法律無料なん
でも相談会
19日 入院中の母見舞い（蓮田市）
20日 05年度予算要望・懇談会（40団体）
28日 ヒロシマ平和行動報告会

しまの郷」開所式・内覧会
11～12日 簸川神社例大祭 
13日 本会議④（一般質問 島元区議）
14日 「地方分権」特別委員会
16日 第38回文京区消費生活展
17日 厚生委員会
18日 党全都地方議員会議
19日 リハビリ中の母見舞い（蓮田市）

15日
16日
17日
20日
22日
23日
26日
28日
29日
30日

③

31日

相談会
議会報告街宣（区内一巡） 明化小
130周年記念式典
千石西保育園・柳町幼稚園運動会
第20回健康まつり 
「少人数学級」教育長申し入れ
「白山南寿会館をなくすな」集会
根津千駄木下町まつり 新潟中越地
震発生
「自治基本条例」説明聞き取り
区長に05年度予算に対する重点要望
書を提出
きれいな空気を子どもたちへ10・29
のつどい
第35回大塚福祉作業所一歩いっぽ祭
エコ・リサイクルフェア
文京区内消防団合同点検

23日

①
（９月）
３日 茗荷谷駅前宣伝
５日 簸川会定例役員会
８日 04
年第３回定例区議会（９・８～10
・
14） 本会議①（議案付託）党議員
など 「子どもの医療費助成条例」
「中高層紛争条例の一部を改正する
条例」提案
９日 本会議②（代表質問 小林区議）簸
川会くらしと法律なんでも相談会
10日 本会議③ 特別養護老人ホーム「ゆ

国・地方の「構造改革」の現段階と
首都圏自治体運動の課題（渡辺治）
29日 本会議⑤（中間議決）第２回文京社
会福祉協議会
30日 決算審査特別委員会①
（10月）

⑤

④
１日
２日

②

３日
９日
10日
11日
14日

茗荷谷駅宣 決算審査特別委員会②
第20回心身障害者・児通所施設合同
運動会 平和を考える映画会
簸川会定例役員会
前進座観劇（お登勢）
党「再開発問題」ビラ配布
小竹ひろ子・茗荷谷駅前宣伝
第３回定例区議会最終本会議⑥（議
決） 簸川会くらしと法律なんでも

（11月）
３日 小Ｐ連バレーボール大会 文京１中
文化祭 新潟中越地震救援募金
５日 大塚小学校50周年記念式典 祝賀会
６日 本駒込幼稚園50周年記念式典 樋口
一葉特別展鑑賞
７日 簸川会定例役員会
８日 文京区産業連合会と区議会との意見
交換会
11日 簸川会くらしと法律なんでも相談会
千石３丸山北住宅建て替えPT対
住民交渉
12～13日 陽夏七五三祝い（山形県米沢）
16日 基本構想第２回実施計画聞き取り
東京保健生協社保委・文京社保協

⑥
「介護保険見直し」で区に要望
17
日 第４回定例区議会（11
・17
～12
・20
）
本会議①（議案付託）
19日 本会議②③④（22 24日）
20日 ボランティア・市民活動まつり
21日 新潟中越地震被災救援（茗荷谷）
25日 「地方分権」特別委員会
26日 文京社会福祉協議会理事会 小日向
台町小学校100周年記念式典
地震に負けない 魚沼市フェア
29日 心身障害者作品展（ふれあいの心）
（12月）
２日 厚生委員会
４日 えんじゅ祭
５日 簸川会定例役員会 窪町小建設現場
タワークレーンのアーム倒壊 

⑦
７日 「いきいきシニアの集い」
８～９日 自治基本条例審査特別委員会
９日 簸川会くらしと法律なんでも相談会
13日 本会議⑤（議案採決） 12・13都政
学習会（吉田信夫党都議団幹事長）
15日 白山３ワンルームＭ説明会
20日 本会議⑥（人事案件）

