お元気ですか

島元雅夫

区政報告です

窪町小・大塚小の統合
を考えるつどい
11月26日（日）午後２時
かるた会館

文教委員会からの報告
新しくなる千川第一幹線

２００６年

街のうごき
き

20日～22火 都党議員研修会
24木 千石３丸山住宅、都住宅供給
公社交渉
25金 都教委「元町公園」申し入れ
26土 丸山住宅アスベスト対策近隣
訪問
27日 教育の森・ラジオ体操会 総
合防災訓練・障害者自立支援
法 区説明会
28月 丸山住宅問題 近隣住民交渉
29火 教育長申し入れ「元町公園・
学校統廃合」 議員団会議
30水 清掃・リサイクル委員会 湯
立坂を守る住民の会
（９月）
１金 議員団会議 教育委員会
財政聞き取り

区

２土 学校統廃合フォーラム
３日 簸川会９月役員会
４月 茗荷谷駅宣
５火 地方分権・正副委員長打合せ
教育長申し入れ「学校施設整
備」 千石２・ＰＴ計画工事
協定書調印
７木 丸山住宅・搬壁工事説明会
７木～10日 簸川神社例大祭
10日 ぶどう狩り・東京大仏
11月～10月17日 （第３回定例区議
会）
11月～14木 本会議①（付託）～④
（代表質問）
12火 永年党員を祝うつどい
14木 教育委員会傍聴 くらしと法
律なんでも無料相談
16土 綱領学習会 世界情勢から学
ぶ
17月 氷川下敬老訪問のつどい
19火 地方分権委員会（島元雅夫委
員長）
20水 春日・後楽園駅前再開発聞き
取り
21木 学校統廃合を考える（仮）小
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小石川山崎家旧宅の２度目の
一般公開日時は、11月25日午
後１時から。２階喫煙室からは、
南側にある国の重要文化財（銅
御殿）を展望できますよ。

文京区千石２ ６ ２ （3942）2776
区議団控室（5803）1317

2006年～2007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
11月９日 12月14日
１月1
1日 ２月８日
いずれも午後７時より
簸川会・島元雅夫事務所
（3942）2776

東京都が来年10月から 子ども医療費の自己負担は２割に
明るくきれいな大塚保育園
この間、
久竪・大塚・
千石西の３
保育園全面
改修など、
耐震補強と
保育環境改善に努力。いま深刻
な待機児対策に全力投球です。

丸山住宅アスベスト除去で覚書
丸山住宅アスベスト除去工事
覚書が住民と都公社間で締結さ
れました。残るは日照改善と擁
壁造成、一方通行解除問題です。

島 元 雅 夫 活 動 日 誌
（８月）
５土 千石２・プロジェクト計画現
地調査
６日 簸川会８月役員会
13日～15火 夏休暇 大洗海岸海水
浴

お元気ですか

湯立坂の緑と景観を守ろう

島元雅夫 区議

千川通りの下水道を新しく、
よみがえらせる工事が続行中で
地通行権」確認の申し入れの際、
す。瞬時の豪
再設置を約束させたものです。
雨に耐え、道
路陥没や浸水
崖地マンション建設着工へ
被害を減少さ
千石２丁
せるため、道
目14、崖地
路を掘らずに、
70年を経過した管の内部に硬塩 のマンショ
化ビニール製の帯をまく工事で、 ン工事着工
管の強度を高め、流れをスムー で、住民の不安は募るばかりです。
現地は四方の崖地を最大７ｍ
ズにさせます。次は「時間75ミ
掘り下げるなどの危険な土木工
リ対策」です。
事を伴い、土砂や車の搬出入、
大時計が白山３丁目児童遊園に 振動など大変な事態に。眼がは
10月24日、近隣住民が「囲 なせません。
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23月
24火

石川Ｍ住民対策会議
茗荷谷駅宣
日本共産党地区演説会
元町公園問題・文化庁聞き取
り
29金 本会議⑤中間議決 Ｏさん告
別式
30
土 窪町小運動会（教育の森公園）
25月
27水
28木

（10月）
１日 簸川会10月役員会
２月～12水 決算審査特別委員会①
～⑦
４水 区長、教育長申し入れ
５木 教育基本法を守れ区民大集会
14土 教育基本法改悪反対・国民大
集会
17火 本会議⑥（議決） 茗荷谷駅
宣
18水 区内一巡街宣 新大塚駅宣
20金 丸山町住宅問題で都住宅供給
公社交渉
茗荷谷駅前再開発住民説明会
22日 区内消防団合同点検

茗荷谷駅宣
白山３児童遊園で申し入れ
議員団会議
25水 教育委員会 東京保健生協９
条の会・月光の夏鑑賞 新大
塚駅宣
26木 教育改革区民会議第３部会傍
聴
28土 エコ・リサイクルフェア
千駄木幼稚園30周年記念式典
29日 美穂（孫娘）七五三祝い

小･
中学生の医療費を助成

東京都が07年10月から、新た
に小学1年生から中学３年生ま
でを対象に入院・外来の医療費
の自己負担分を現在の３割から
２割になるよう助成を拡大する
方針を明らかにしました。
これは皆さんの粘り強い運動
と条例提案など議会での日本共
産党の活動が都政を一歩前に動
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手話通訳派遣
人工肛門のストマ用装具
社会参加のための外出への
月36時間までの移動支援
○大塚・小石川福祉作業所の利
用者の負担額の軽減
本来10％の利用者負担を
区は障害者自立支援法の10月
からの本格実施にあわせ、新た
住民税課税世帯は５％に
な利用軽減策を実施しています。 住民税非課税世帯は３％に
減額します。いずれの減額
○区独自の上限額の設定
も2009年３月までです。
○従来通り無料とする事業

改悪介護
保 険 法
30月
31火

茗荷谷駅宣
文京社保協幹事会
議

議員団会

（11月）
１水 菊まつり湯島神社 新大塚駅
宣
２木 景観審議会
３金～５日 第39回赤旗まつり・夢
の島
８水 文京社保協・対区交渉
９木 区長申し入れ「07年度予算要
望」

かした貴重な成果です。
23区では18区が小中学生いず

れかの無料化を実施、２区も来
年度の実施を表明しており、残
るは文京など３区だけ。特別区
議長会も対象年齢の拡大を都に
要望しており、文京区議会でも
全会派一致で意見書を提出して
います。いまこそ運動を強め、
文京での無料化を実現させましょ
う。

障害者自
立支援法

党区議団は、区内の障害者施
設への訪問、障害者団体との懇
談を重ねてきました。決算委員
会でも障害者自立支援法が施設
運営を危うくし、障害者の生き
る意欲を奪うことになりかねな
いとして、利用料の応益負担の
撤回等を要求。社会福祉法人に
委託後の大塚福祉作業所も視察
し、その感をいっそう強くしま
した。

せめて介護ベッド購入に補助を

介護保険法の改悪で、要支援
１、要支援２、要介護１の軽度
者が介護ベッドを利用できない
など大問題が起きています。
文京区では2005年度末で、介
護ベッド利用者は462人、車椅
子は207人でした。現在、従来

通り介護ベッ
ドを利用で
きる人は、
わずか２名
です。
23区では、すでに新宿や中央
区が、また東京都もベッド購入

憲法と教育基本法を守れ

費を助成する区市町村に新規だ
けでなく購入済ベッドにも半額
助成すると発表しました。
区議団は、本会議、10月４日
は区長にも、決算委員会でも一
刻も早い助成制度を求め実現を
迫りました。

消費税増税・庶民大増税を許すな

