お元気ですか

島元雅夫

区は、20人乗りの
区内循環バスの走行
ルートの検討等を進
め、夏には事業者を
選定し、07年４月に運行の予定です。
「豊かな緑や文化財の湯立坂を通るバス」は、
高齢者や障害者、近隣住民の声です。

大塚小学校

小学校施設調査

党と後援会決起集会

千石西育成室の美穂（区連協運動会）

区は突如、旧白山南寿
会館を解体し、児童遊園
を拡張すると発表（６月
７日庁議決定）。会館の
暫定利用を望む区民から
厳しい批判の声が……。

母と妻と娘と孫

塀の奥の旧東京医学校本館
５月
６火
８木
９金
10土
11日
13火
15木
16金
17土
19月
21水
24土
27火

ありし日の白山南寿会館

緑と文化財の湯立坂を守れ
７月23日、小石川
山崎家旧宅（国の重
要文化財・旧磯野邸
に隣接する大正中期
の和洋折衷住宅）が
４・22湯立坂・人間の輪
一般公開に。４月の
人間の輪行動に続き、「湯立坂の佇まいをもっと
大切に」と訴える好企画でした。

大増税は中止し、増税計画凍結を

夏号

お元気ですか

29木
30金

議員団会議 茗荷谷駅宣
教育委員会傍聴
くらしと法律なんでも相談
文教委員会「学校統廃合問題」
文京９条の会（小森陽一氏講演）
文京紫友会（小石川高校ＯＢ会）
Ｗさん七七忌法要
議員団会議 助後緊急申し入れ
参院選必勝区内一巡街宣 昭和小施
設調査
党主催「学校統廃合問題を考える」
新大塚公園を考えるつどい
「地方分権」正副委員長打合せ
区商連意見交換会
五中クラブ（小石川高校バレー部）
創立60周年記念総会・式典
本会議①第２回定例会 （6/27～7/
13）開会
本会議③ 佐藤区議が代表質問
本会議④ 島元区議が一般質問

（７月）
２日 簸川会７月役員会
３月 「地方分権」委員会（島元委員長）
４火 「学校統廃合」説明会（明化小）
５水 「学校統廃合」説明会（林町小）
６木 「学校統廃合」説明会（大塚小）
７金 文教委員会（島元理事）
10月 「学校統廃合」説明会（窪町小）
11火 「学校統廃合」説明会（10中）
13木 本会議⑤第２回定例会閉会 くらし
と法律なんでも相談
14金 わたしたちの巴里祭
15土 建築ネット10周年記念講演会 千石
２丁目ＰＴ計画住民交渉
18火 議員団会議 教育委員会傍聴
19水 青少年問題協議会
21金 教育基本法と東京の教育を考える
シンポジウム
23日 小石川山崎家旧宅一般公開
25火 委員会日程調整会議
26水 原水禁国民平和大運動行進
30日 簸川会夏納涼祭（窪町東公園）

（５月）
１日 メーデー行進 懇親会
４木 母見舞い（蓮田市）
５金 小石川植物園 赤煉瓦風塀改修
６土 矢車会総会 八犬伝で発見鑑賞
７日 簸川会５月役員会 千石２丁目プロ
ジェクト計画住民交渉
９火 議員団会議 教育委員会傍聴
10水 千石交流館 千石児童館、駕籠町育
成室訪問聞き取り
12金 水防訓練 教育改革を考えるつどい
14日 東京保健生協氷川下支部総会
15月 茗荷谷駅前宣伝（女性後援会）
17水 小学校施設調査（小日向台町小・大
塚小）日本共産党演説会
18木 小学校施設調査（礫川小、茗台中、
関口台町小、金富小、青柳小）
19金 河川改修大会（日本青年館）
24水 ゆしまの郷訪問
26金 久堅の環境を守る会
27土 一中運動会 ５・27国民大行動
28日 大塚小運動会 小石川消防団救助技
術大会
（６月）
１木 くすのき郷訪問 久堅の環境を守る
会（12日）
２金 居宅（介護）関連事業所聞き取り
３土 映画「日本国憲法」上映交流会
４日 簸川会６月役員会

まちに似合わぬ千石交流館タワー

礫川小の「赤道」部分の亀裂

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

子ども不在の学校統廃合

６・16学校統廃合問題を考える

2006年

くらしと法律なんでも相談

・相談は服部大三弁護士です
８月10日 ９月14日
10月12日 11月９日
いずれも午後７時より
簸川会・島元雅夫事務所
（3942）2776

大塚小が窪町小の分校に

4年生だけ
「島流し」
なぜ ?!
将来ビジョン素案は撤回し抜本的見直しを 日本共産党

区議団は定例会を前に、60団体を訪問（施設調査と聞き取り）。私は学校統廃合の抜本見直
し、新大塚公園の存続、文京版愛国心通知表の廃止等を求め本会議場で質問に立ちました。

新大塚公園の存続を
東京都・都市整備局長に要望

窪町小学校改築校舎・内覧資料より

●いまなぜ統廃合か？●通学距
離と安全性●指定校や学区域の
大塚小・窪町小の
変更などに加え、●小規模校の
住民説明会では
教育に満足している●単学級で
二つの説明会場では、指定校 なぜダメ？●窪町小は改築時、
変更、いわゆる越境入学で膨ら 子どもが別々にならぬよう年数
んだ窪町小学校の分校づくり計 をかけ、半分ずつ工事をした●
画が大問題に。それは窪町小と ４年生だけ切り離す島流し
大塚小の統合で教室が足りなく 教育に反対●災害時に引き取り
なるので大塚小に４年生だけの の子どもが別々の校舎？ など
分校をつくるという特異なもの。 厳しい意見が相次ぎました。

文京でも
田村智子さんと街頭宣伝

区政報告・
06．夏号

文京区議会議員

（４月）
８土 党綱領講師養成講座（党本部）
９日 簸川会４月役員会
11火 Ｔさん通夜
13木 くらしと法律なんでも相談
16日 簸川会06年総会
17月 党と後援会決起集会 茗荷谷駅宣
18火 久堅の環境を守る会
22日 湯立坂ヒューマンチェーン
25火 区議会AED講習会
27木 「新大塚公園」住民説明会
29土 育成室区連協運動会

一般質問に立つ島元雅央区議

05年に校庭改修を終え
た大塚小の焦眉の問題は、
漏水下水管で使えない机
がある家庭科室の水回り
工事、洋式トイレの設置、
防災避難場所・体育館へ
の新通路（エレベータ等）
昭和小の建物と脇道路の段差 の確保です。また、昭和
小（写真）・礫川小の校内にある亀裂や段差の改
修を求めたのに対し、「直ちに改修する」と答弁。

新行革反対!
!
千川通りに再び区民会館を

２００６年

島 元 雅 夫 活 動 日 誌

湯立坂経由の区内循環バスを

水漏れ下水管の修理を

区政報告です
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憲法19条 内心の自由を侵す

愛国心通知表は廃止を
日本共産党・志位和夫委員長
と小泉首相の国会論戦を受け、
私は愛国心通知表問題で質問。
文京でも１校、違法通知表の
使用が判明しました。見直し廃
止の求めに教育長は「内心に立

ち入って評価していない」と強
弁しました。
教育基本法の改悪を許せば、
こうした事態の深刻化は明らか
です。悪法「廃案」の闘いはい
まが正念場です。

新大塚公園を守る会の「五中・
七中の統合に係わらず、新大塚
公園は残して」の必死の活動は
１万７千余の署名を集め、区長・
教育委員会に「決定の白紙撤回」
を迫っています。
７月20日、区議団は都・都市
整備局長に、「区が区民と話し
合いがつくまで都市計画公園の
変更手続を急がぬよう」厳正な
指導を求めました。

フィンランドに学び
教育基本法を
生かそう
学力世界一のフィンランド教
育の特徴は、①競争教育を一掃
し、どの子にもわかる授業、②
教師の自主性を尊重し、教科書
も教師自らが選ぶ、③24人以下
平均16人の少人数学級の３つで
す。
この教育改革で力を発揮した
日本の教育基本法の値打ちを生
かした「教育改革」が、いまの
日本には必要なのです。

