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区政報告・
05．春号

文京区議会議員

島
島元
元雅
雅夫
夫 でですす
文京区千石２ ６ ２ （3942）2776
区議団控室（5803）1317

６月議会で制定へ
予算議会

予算の修正を提案
日本共産党

子育て･介護･防災対策の充実･議会費削減

（裏面参照）

スーパー、コンビニ、大
型店の商店会加入を促進す
るため「商店街活性化」条
例づくりが急ピッチで進め
られています。
これは区商店街連合会が
強く求めてきたことで、昨
年は各党幹事長との懇談会
でも要望されました。
日本共産党区議団は、毎
年行ってきた懇談会で提起
された一昨年から本会議、
委員会で繰り返し取りあげ
てきました。
こうした運動や努力が、
これまで「条例・要綱もつ
くる考えがない」としてき
た区長や区長与党の姿勢を
180度変えたのです。
商店街活性化に役立ち、
実効ある条例制定が待たれ
ています。

みんなで力
あわせて



「商店街振興基本条例」

大塚小学校 ○校庭が25年
ぶりに全面改修（砂入り人
工 芝 23,
321千 円 ） ○ 校 舎
トイレの清掃（1,
200千円）
○待望の栄養士さん（非常
勤）が週５日勤務に
窪
町小学校 第２期工事Ｈ18
年２月完成（10億43,
288千
円） 千石西保育園 ボイラー
配管改修工事（2,
110千円）

21年目を迎え好評！

もう１カ所育成室を

くらしと法律なんでも相談
・相談は服部大三弁護士です
５月12日 ６月９日
７月14日 ７PMより
簸川会・島元雅夫事務所
（3942）2776

大塚・小石川福祉作業所 両施設とも法内化に
伴う改修工事と備品設備
（２億15,
837千円） 林町小
学校 特別子育て支援事業
今年７月から（7,
455千円）
竹早テニスコート 人工芝張
り替え（4,
322千円） スポー
ツセンター 電光掲示板など
備品更新（2,
951千円） 旧大
塚女子アパート跡地 文京区
が取得する旨を都に回答

これはヒドイ！ 本当に冷たい
●茗荷谷駅前地区・後楽二丁目
西地区 再開発事業を予算化
９億79634千円
（前年比１億円増）
その一方で、煙山区政は
●寝たきり高齢者紙おむつ支給
一回500円を本人負担に
▲5,
184千円
●重度心身障害者（児）等福祉タクシーに所得
制限導入
▲7,
650千円
●訪問介護ホームヘルプサービス利用料助成事
業（国制度215人）、（区制度517人）の廃止、
合計732人の補助全廃
▲26,
729千円
●学校給食費保護者負担軽減に所得基準の見直
しで対象者を減らす
▲1,
334千円

予算議会を終えて
こうした区の姿勢を改めれば、いますぐ
にでも、①子どもの医療費を小学６年生ま
で無料に拡大できるし、②子ども家庭支援
センター虐待防止担当の職員の配置も、③
区が切り捨てた介護保険の利用料を低所得
の高齢者に軽減する施策などを元に戻すこ
ともできる。予算規模は区提案に１億円上
乗せするだけでできるし、財源もあります。
私は予算の修正提案を行いながら、早く
区政の流れをかえなければと思いました。

島元雅夫


お元気ですか

お元気ですか

窪町小学校区域 父母の会が要望

過日「久堅・窪町・両育
成室の待機児対策」の要望
をうけました。保護者から
は窪町小学校区域の子ども
５人が、両育成室に入れず、
区域外の小日向育成室に入室するが、「遠いし
行き帰りが心配でたまらない」と訴えられました。
区域内にはマンションが建ちならび、共働き
家庭が急増して、育成室は慢性的な定員過剰状
況が続くのではないのか。
窪町小学校区域内に新たな育成室の増設が確
かに必要であり、小日向台町育成室への送迎も
また緊急の課題です。

良好な住環境を守る

小石川
５丁目

小石川五丁目39番に連担建築物設計制度を利
用する“文京初”の10階建マンション計画が持
ちあがりました。住民は、良好な環境どころか
近隣に悪影響をおよぼす計画にたいし1157筆の
署名をそえて「制度の適正な運用に関する陳情」
を区と議会に行いました。紹介議員の私は、予

区政報告です

２００５年

算議会で「環境悪化を
許すな」と区に迫りま
した。区は「自治基本
条例にある『企業の社
会的責任』に基づく話
し合いを指導する」と
答弁しました。

春号

小石川539「連担建築物設
計制度」マンション計画地

介護保険見直し

介護サービスの抑制

NO！

介護保険制度の見直しでは、要支援、要介護
１の人の７～８割を要支援者として、介護給付
から切り離して、予防給付とし、「単なる家事
代行型の介護は原則行わない」としています。
ホームヘルプサービスがうけられなくなった
ら、高齢者の新たな「引きこもり」や「孤立化」を
招きかねません。介護保険の根幹にかかわるサー
ビスは抑制すべきではありません。

老人健診の有料化

NO！

65歳以上の老人健診などを「老人保健事業」
から介護保険の「地域支援事業」に再編し、こ
れまでの無料健診に利用者負担を導入し、有料
化を図ろうとしています。絶対許せません。

島 元 雅 夫 活 動 日 誌


（2005年１月）
１土 初詣（神田明神 浅草）母の退院
見舞い・年始挨拶（蓮田市）

２水

議運（05当初予算案説明）全協（04
都区財政調整再算定 05当初フレー
ム説明）
３木 文京社会福祉協議会理事会 全都党
議員学習研修会（都区財調問題）
５土 DM患者新年会
連担建築物設計制度利用リバティＭ
住民説明会

④
22火

白山３ワンルームM建設予定地 ①
２日
４月

新年会（家族全員集合）
小竹ひろ子前都議と新春街頭宣伝
建交労飯田橋分会新春旗開き
５火 文京区年賀会
６水 区労協旗開き
８土 谷中七福神めぐり
９日 簸川会定例役員会
10月 成人式（はたちのつどい）
11火 議員団会議（18 25）区職労旗開き
12水 日本共産党新春演説会（山口冨男衆
院議員）
13木 簸川会くらしと法律なんでも無料相
談会 区町会連合会新年会
14金 白山３ワンルームＭ住民説明会 
16日 小石川消防団始式
17月 都議選・全都党と後援会決起集会
19水 「国民健康保険」区へ要請行動（東
京保健社保委員会・文京社保協）
20木 Ｍさん告別式 Ｎさん通夜
21金 文京区高齢者クラブ連合会新春交歓
会 ラジオ体操会連盟新年会
23日 佐野輝男さんとのお別れ会
25火 委員会日程調整会議 助役緊急申し
入れ（医療無料化 30人学級等）
26水 文京社会福祉協議会評議員会・05当
初予算聞き取り
27～28 Ｗさん通夜・告別式
29～30日 那須塩原家族旅行
（２月）
１火 議員団会議（４
21 22 24）

８

15 16 17

②
６日
９日

10木
12土
15火
16水
17木
19土
21月

簸川会定例役員会
映画「草の乱」鑑賞 東京都財務局
交渉（後楽園競輪復活反対 旧大塚
女子アパート跡地払い下げ問題 松
村都議 小竹前都議と）「連担建
築物設計制度問題」区議会陳情
小金井市議選支援 簸川会くらしと
法律なんでも無料相談会
日本共産党文京後援会総会
議運 全協 本会議①（05一定開会
２・15～３・24 条例提案 区長所
信表明）茗荷谷駅宣
厚生委員会正副打ち合わせ 文京社
保協幹事会
本会議② 文京区政を考える会
全都党議員学習研修会（介護保険）
震災シンポジウム
本会議③ 文京書道研究会作品展

③

本会議④（代表質問 こうだ区議
一般質問 関川区議）
23水 「地方分権」特別委員会 プレノ小
石川Ｍ建築協定締結式
25金 議会運営委員会（議案提案）窪町四
団体発足30周年祝賀会
25～26 Ｍさん通夜・告別式
26土 土建文京第三分会総会懇親会
（３月）
１火 厚生委員会（１日目）
２水 厚生委員会（２日目）
３木 白山３ワンルームＭ住民説明会
４金 総務区民委員会（請願紹介議員）
５土 千石西保育園おめでとう卒園式
６日 簸川会定例役員会
８火 全協 本会議⑤（中間議決）

⑤
９水

予算委員会① 簸川会くらしと法律
なんでも無料相談会
10～11 予算委員会②③
14月 予算委員会④
15火 文京区社会福祉協議会理事会
Ｈ16年区政功労表彰式 文京区９条
の会（小森陽一東大教授）
16水 予算委員会⑤
18金 文京１中卒業式

19土 都政問題を訴えて区内一巡街頭宣伝
20日 小石川地区防災コンクール
21月 Ｈさん告別式
22火 予算委員会⑥
23～24 Ｓさん通夜・告別式
24木 議運 全協 本会議⑥（議決）
25金 大塚小学校卒業式
27日 小竹ひろ子さん頑張れ・都議選勝利
簸川会事務所開き
29火 平和とくらし、雇用を守れ３・29区
民大集会
30水 文京区民生委員推薦会
31木 議運 全協 第一回臨時区議会

⑥
（４月）
１金 KENZO写真くらぶ写真展 千石２
ワンルームM住民説明会
２土 第34回さくらまつり式典  千石
２擁壁全面改築問題住民説明会 
３日 簸川会定例役員会
４月 全員協議会（幹部職員紹介）
５火 議員団会議
６水 大塚小学校入学式（26人）丸山北住
宅アスベスト現地調査
７木 文京１中入学式（79人）都区財政調
整「主要５課題」問題で都に申し入
れ（23区党区議団）
10日 環三さくら並木でお花見 
春を呼ぶつどい05簸川会総会 

⑦

