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旧年中は一方ならぬご支援・ご尽力を賜り誠にありがとうございました。特に都議選では小竹ひ
ろ子都議を望外な成績で都議会に送っていただき、心から感謝申し上げる次第です。
また私は、昨年６月議会で、常任委員会が厚生委員会委員長から文教委員会理事に替わり、「地方
分権」特別委員長に就任しました。９月議会では日本共産党を代表して質問に立ち、区長、教育長
に、緊急切実な区民要求の実現を求めました。


憲法と教育基本法を守れ

消費税増税・庶民大増税を許すな

平和･くらし･日本改革に全力！
戦後60年をへて、国際政
治の現実が、憲法９条が掲
げた理想に近づいてきてい
るというのに、日本では小
泉首相の靖国神社参拝、歴
史教科書問題、憲法９条廃
止の自民党新憲法草案の提
案という大きな逆流がおき
ています。絶対に許せません。いまこそ「９条
を守れ」の声で改憲勢力を包囲し、国民過半数
の声の証としての署名を広げに広げ、区内の隅々
に憲法９条を守る運動を興しましょう。あなた
の参加で、千川通りにも９条の会を立ち上げ、
一歩でも運動を前に進めましょう。

商店街振興に力を
煙山区政は、シビックセンター建設の反省を
するどころか、「新行革」推進と、区民の大事
な福祉施策を切り捨てる一方で、超高層ビル建
設中心の再開発事業に巨額の補助金投入を続け
ています。（２～３面参照）こうした財政運営
を改めれば、「新・新行革」のための「学校統



千川通り９条の会

廃合」を慌ててやらずにすむのです。
とくに出来たばかりの商店街振興条例を活用
して区商連、商店会、各個店が息を吹き返すよ
うな具体化も、真砂市場を中心にした地域商店
の奮闘をもっと支援できるのです。区民支援の
区政へ転換をいそぎましょう。

国政選挙でも勝てる党に
小泉構造改革の４年半は、大企業の利潤追求
を最優先に、国民には、犠牲と痛みの押し付け
の連続でした。いままた消費税増税と所得税増
税で合計24兆円という庶民大増税計画です。
だが小泉内閣の失政や悪政をいつまでも覆い
隠すことは出来ません。自民党政治のうそを告
発し、ごまかしとたたかい、来るべき政治の激
動に立ち向う党の隊列を大きく鍛え、都議選で
のように、
国政選挙
やいっせ
い地方選
挙でも必
勝のため
全力を挙
げます。
力強いご
支援を。
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島元雅夫

代表質問する
島元雅夫区議
（第３回区議会）

2006年

くらしと法律なんでも相談

今年７月から来年２月まで全面的な耐震補強
工事に。その間、保育園は明化小へ、育成室は
大塚小学校に移転へ。私は「老朽化で園舎内外
の汚れや破損が目立ち、危険箇所もある」と計
画の前倒しを求め、１年早い実施に。しかし併
設の千石西児童館は休館となり、休館中の児童
館の対応策が必要です。

近隣の誰もが使えるよう
白山南寿 会館の機能 残して
昨年の10月７日、寿会館廃止の動きのなか
で、「白山南寿会館を何とかしたい」と考え
る人々が会館に集まりました。「かねき湯が
廃業したのでお風呂に入れない」「30年続い
た民謡が出来なくなる」「せめて気軽に寄れ
る場所を残して」などたくさんの思いが語ら
れ、その意見を５項目にまとめ11月４日に区
長への陳情を行いました。その後11月15日の
説明会でも、沢山の意見が出され近隣町会も
近々申し入れる動きがあります。

大塚小学校
「砂入り人工芝」校庭完成
氷川下町会80周年記念式典の来賓挨拶で大
塚小学校の校長先生は、地域の皆さんのお陰
で「25
メートルプール」に次いで校庭が「やっ
と出来ました」と嬉しそうに報告されました。
その他の質問事項
●公害認定患者にたいするインフルエンザ予防
接種を ○（本年から実施します）
●保育園不審者に対する安全対策を ○（携帯
電話の増設する）
●延長保育室の和室の畳替え ○（順次行う）
●区内で安心して受診できる乳がん・子宮がん
検診に ○（直ちに区内では無理です）
●柏学園にある「弥生式たて穴住居」の一刻も
早い復元を ○（柏市と相談検討する）
●区内循環コミュニテイバスの運行を ○（12
月にアンケート調査中）
●区商連に対する法人税など課税問題
●健康センター「健康増進コース」の存続を

新春号

・相談は服部大三弁護士です
１月12日 ２月９日
３月９日 ４月13日
７PMより
簸川会・島元雅夫事務所
（3942）2776

島 元 雅 夫 活 動 日 誌

①

②

③

（７月）
３日 都議選投開票 小竹候補トップ当選
７木 戦後60周年記念 もう一つの七夕
８金 小竹氏と区長・助役表敬訪問
９土 簸川会７月役員会
12火 05年区政懇談会開始（～90団体）
13水 さしがや保育園納涼祭
14木 簸川会くらしと法律なんでも相談会
16～17 来宮神社例大祭と熱海温泉
20水 教科書ネットの「模擬社会科授業」
21木 大塚３丁目ワンルームＭ交渉
22～24日 第47回自治体学校（金澤）
25月 都庁へ難病医療問題で聞き取り）
27水 2005原水爆禁止国民平和大行進
31
日 教育の森ラジオ体操祭 故姉・羽住冨美子三回忌（伊香保）
シャルマン小石川電波障害対策組合総会
（８月）
２火 教育改革区民会議全体会傍聴
３水 ＭＣコーポレーション工事及びジョイシテイ小石川植物園
工事協定書
４木 「茗荷谷関前再開発」住民監査請求
７日 簸川会８月役員会
８月 衆議院解散
９火 教育委員会傍聴（教科書採択問題）戦死者たちからのメッ
セージ展
11木 柏学園 柏総合グランド視察 簸川会くらしと法律なんで
も相談会
13土 東京湾大華火見物
18木～20土 夏季休暇（熱海伊豆）
22月 「地方分権」特別委員会理事会
23火 議員団聞き取り（介護保険・学校統廃合・文京アカデミー
構想問題）
26金 衆院東京２区中島束事務所開き 文京社会福祉協議会総会
28日 夏さよなら納涼祭（野外納涼映画）
29月 助役申し入れ（子育て支援）
30火 衆院選公示（～９月11日）
31水 地域福祉協議会傍聴
（９月）
１木 第９回教育委員会傍聴
２金 東京２区党と後援会決起集会
３土 中Ｐ連交流研修会
４日 区民テニス大会（竹早）
４～５ 大雨被害（最大雨量 62㎜）
11日 衆院選投開票日
15木 議員団聞き取り（04年度決算） 「生涯学習のススメ」
16金 「分権」正副委員長打ち合わせ
18日 少年サッカー大会 ぶどう狩り
21水 本会議①（付託） 決算委員会
22木 本会議②（島元雅夫区議代表質問）
25日 簸川会９・10月役員会

26月 憲法改正をめぐる情勢と闘いの課題（渡辺
27火～28水 本会議③④（代表質問）
29木 「地方分権」特別委員会

治氏）

（10月）
５水～６木 文教委員会①②
７金 白山寿会館なんとかしたいですね
８土 運動会（千石西・さしがや保育園）
13木 本会議⑤（中間議決） 女性テニス大会 教科書採択を考
えるつどい 簸川会暮らしと法律なんでも相談会
14金 決算審査特別委員会①（総括質疑）
15土 氷川下町会創立80周年式典
16日 区民弓道大会 ボウリング大会
17～25 決算委員会②③④⑤⑥⑦
19水 丸山町賃貸住宅建替え住民説明会
22土 竹田伍一の軌跡（ふるさと歴史館） 文の京文芸賞授賞式
23日 区民バレーボール大会 文京区消防団合同点検 区民相撲
大会
24月 ＡＬＳ患者在宅介護支援対策会議
25火 姉妹都市カイザースラウテルン市との交流コンサート
27木 学校統廃合問題さしがや小Ｐ連要請「目白運動場」都市計
画説明会
28金 本会議⑥（閉会） 茗荷谷駅宣 柳町小自衛隊問題聞き取
り
29土 関口台町小学校開校80周年記念式 小石川５Ｍ住民交渉
30日 区民ソフトボール大会ほか
31月 文教委員会（学校統廃合問題）
（11月）
１水 菊まつり（湯島天神）
２水 区議会・財調主要五課題課題で都知事申し入れ 都議会正
副議長要請 
３木 小Ｐ連バレーボール大会 扶桑社版教科書勉強会（小石川
有志の会）
４金 大塚小学校学習発表会 下水道局中部建設事務所（千川幹
線再構築工事）
白山南寿会館問題申し入れ ＡＬＳ患者対策会議
５土 誠之小学校開校130周年記念式典 葛飾区議選支援
６日 文京一中文化祭 簸川会11月役員会
７月 06年度予算要望書区長提出  都市景観賞候補現地視察
大田胃散訪問
８火 第13回文京区景観審議会
９水～13日 学校適正配置説明会(
目白台会館 シルバーホール)
11金 教科書ネット（統廃合）報告
14月 「地方分権」正副委員長打ち合わせ
15火 総務・文教委員会連合審査会（文京アカデミー構想問題）
15～17 文京区産業物販展
20日 区民空手道大会
21月 本会議① 生きて返せ東京集会
22火～25金 本会議②③④
23水 小Ｐ連卓球大会
26土 指ヶ谷小学校開校90周年記念式典

④

⑤

磯野邸にて

