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公害患者救済のたたかいに
展望ひらく 東京大気汚染訴訟
和解で全面解決へ

1996年の提訴から11年。東京
都内のぜんそくなど慢性呼吸器
疾患患者633人が国や都、自動
車メーカーなどを相手取った東
京大気汚染公害訴訟は、７月２

日、東京高裁の和解勧告を原告
団が受け入れ、ディーゼル自動
車メーカー７社も受諾表明した
ことで全面解決へ。
この和解は、東京都が都内全
域、全年齢を対象にした自己負
担なしの医療費助成制度（ぜん
そく患者のみ）を創設するなど、
都内の公害患者救済に大きな展
望を開くものとなります。
公害患者と家族の会・文京支

ジェットコースターは？ 温泉施設は？ 安全か
東京ドームシティ
党区議団は５月11日、区への
申入れに次いで、15日には小竹
ひろ子都議等と、東京ドームに
対し、ジェットコースターなど
の遊戯施設の安全対策について
緊急申し入れを行い、その後、
ジェットコースターの整備場を
視察しました（写真）。
また今回の渋谷での事故を受

佐藤憲和 さん

６月７日、７名の議員団確
立と佐藤憲和さんの労を慰う
会が盛大に行われました。
８期32年の区議会活動に区
切りをつけた佐藤さん。５月
26日の東京保健生協総代会で
は理事に選出されました。
部など原告団らの運動と被害者
救済を求める世論の力の成果で
す。

点検、対策を万全に

都シルバーパス1000円に
据え置き（今年度課税者も）

けて、ラクーア温泉施設のガス
安全対策についての聞き取りも
行いました。

住民税増税への抗議や怒りの
声が区にひっきりなしです。
こうしたなかで共産党都議団
の申し入れなどで、東京都は、
今年度の住民税が非課税から課
税になった高齢者のシルバーパ
スは、昨年の特別措置と同様、
千円に据え置くことを明らかに
しました。
なお新規申請者は対象外です。
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区長・区議選投開票日 結果
報告会 ７名全員当選
26木 「Ｂ―ぐる」バス発車式
29日 父墓参（高尾霊園）
30月 育成室区連協運動会

文京社保協対区交渉 くらし
と法律なんでも相談
11
金 総合水防演習
12
土 前進座観劇
13
日 簸川会役員会
14
月 茗荷谷駅前宣伝
15火 東京ドーム申し入れ（ジェッ
トコースター）

22日

（５月）
１火 メーデー 団結会
３木 根津つつじ祭
４金 母見舞（蓮田市）
５～６ 伊豆下田家族旅行
７月 五中・七中解体工事聞き取り
改選議員初顔合わせ
８火 議員団会議
くすのきの郷 聞き取り

19土

都市の環境を見直すシンポジ
ウム
21月 Ｓさん通夜
22日 区長・教育長申し入れ
23～24 研修会
25金 氷川下町会通常総会
26土 東京保健生協通常総代会
27日 小石川消防団消防繰法大会
大塚小・文京七中運動会
29火 区議会臨時会
30水 ネットカフェ視察調査

住民税増税を中止し、
払い戻せ

お元気ですか

31木 根津保育園訪問聞き取り
（６月）
１金 葛飾労連懇談会
３日 青柳小運動会 簸川会役員会
Mさん通夜
４月 全国公害総行動総決起会
５火 教育委員会傍聴 大気汚染原
告団東京トヨタ座り込み激励
７木 保育園展 小石川５Ｍ交渉
８金 ７名議員団確立と佐藤憲和さ
んの労をねぎらう会
11月 本会議①（二定開会）
12～14 本会議②③④
14木 くらしと法律なんでも相談
15金 文京アカデミー委員会
16土 楠山正雄さんとのお別れ会
18月 保育ビジョン 聞き取り
６・18日本共産党演説会

19火 土地開発公社評議員会
20水 蚕糸の森公園現地調査
（杉並区立第十小学校）

21木
22金
23土
28木
29金

汐見小オアシス事業視察
厚生委員会傍聴
文教委員会 小石川５Ｍ交渉
全国いっせい決起集会
本会議⑤（二定閉会）
くすのきの郷 訪問聞き取り
教育改革区民会議傍聴

（７月）
１日 年金医療懇談会
４水 Ｓさん通夜
５木 Ｔさん告別 小石川５Ｍ交渉
６金 区議会報告区内一巡街宣
くすのきの郷 区長申し入れ
９月 丸山住宅建替え住民交渉
10火 教育委員会傍聴

消費税増税を許すな
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（４月）
６金 大塚小入学式
９月 文京一中入学式
15日 区長・区議選公示
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新区議団長
として頑張ります
いっせい地方選で、日本共産
党は議席を一つ伸ばして７名全
員当選。深夜の簸川会事務所に
全員が勢揃いし、喜びの万歳三
唱（写真）。
私も８期目の議席を確保でき
ました。みなさんのご支援に心
から感謝申し上げます。
改選後の最初の論戦の場となっ
た６月議会。私は新設の「文京

「区の介護保険事業者
指定取消し」で区に
対応申入れ くすのきの郷

アカデミー委員会」と「文教委
「くすのきの郷」の夜間５人
員会（学校教育や文化財問題に
勤務体制をめぐる介護保険不正
加え、保育園・育成室など子育
請求と勤務体制の虚偽報告の問
て支援等の幅広い分野を担当）」 題についての全容解明とともに
に所属し、奮闘を開始しました。
①都も区も発見できなかった

区立小中学校将来ビジョン素案

「大塚小分校化」事実上 見直しへ！
（文教委）

先の選挙戦で
最大の争点になっ
た「将来ビジョ
ン素案」。
日本共産党は、大規模校のさ
らなる大規模化は、第二校舎や
指定校変更、通学区域等、矛盾
を深めると「撤回」を要求。
選挙を経て「素案見直し」と
区の姿勢も変化（中頁参照）。
その結果、大塚小との統合で
窪町小は教室が不足し、四年生

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
８月９日 ９月13日
10月11日 11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

党議員団は７月６日、東京都
が文京区に対し介護保険法に基
づく介護保険事業者の指定取消
し処分を決定したことを受け、
区長に区の責任、今後の対応、
国への要望などについて申し入
れました。

の子ども達だけが分校（大塚小）
へ“島流し”にされる計画が事
実上見直しに。
区は、子ども達の教育予算を
増やし、少人数学級や教育環境
整備を優先する区政に真剣に取
組むべきです。

原因究明と介護施設への援助策
の具体化、②「くすのきの郷」
やほかの施設の介護水準継続の
ための最大限の努力、③今後も
社会福祉法人などの誘致で特養
ホームの確保を、④介護職員等
の劣悪な労働条件などによる深
刻な人材不足が今回の背景にあ
り、介護保険制度の抜本的改善
と自治体をふくめた連座制につ
いての見直しを国に求めること
を要求しました。

いまの
まま 新大塚公園 は 残すべき
６月20日、同僚議員と再度、
現地調査（写真）をした杉並区
立蚕糸の森公園は、区がいう新
大塚公園の「兼用グランド化」
の説明とは全く関係のない、学
「いまのまま新大塚公園を残せ」
校防災公園でした。
区は法に抵触する懸念を残し という１万８千人の署名と区民
たままの計画の強行ではなく、 の声こそ生かすべきです。
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くらしと憲法９条を守ろう

