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75歳以上の医療制度改悪は中止を

護保険とあわせて年金からの天
引き、④保険料滞納者から保険
証の取りあげ、⑤手厚い治療を
する病院・診療所は赤字になる
仕組みを狙う「悪法」です。
必ず中止に追い込みましょう。

後期高齢者医療制度とは、①
来年４月から、75歳以上の人を
「後期高齢者」と呼んで他の世
代から切り離し、②国民健康保
険料よりはるかに高い月額１万
円前後の保険料、③保険料は介
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お元気ですか

日本共産党区議会議員

（７月）
12木 参院選（７月12日～29日）
13金 くらしと法律なんでも相談
19木 小日向精華寮火災
20金 小石川５M住民交渉
22日 新大塚公園守る会懇談会
23月 日本共産党街頭演説会（新宿駅西口）
26木 原爆禁止民平和行進
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大塚地域に子育て広場を
千石に育成室を増やして
千石地域の育成室は、今年も
千石50人、千石西44人、かごま
ち42人と満室状態です。私は、
学校の空き教室利用も考えた、
育成室の増設、評判の子育て広
場を大塚地域にと提案しました。

面改修した千石西保育園での定
員増と同程度しか見込ません。
私は公立保育園の増設を決断し
なさいと提案しました。

100人の待機児解消策を
保育園入所を待つ子どもは現
在100
名。来年度も、新設のキッ
ズソフィア白山、耐震補強で全

竹早公園「だれでもトイレ」

大塚小では「子どもが学校の
トイレを使わずに家に帰ってく
る」話等、今年の夏は特に酷く
臭ったといいます。洋式トイレ
の増設も含め、大塚小トイレ改
修は喫緊の課題です。

来年３月、大塚窪町公園に
「だれでもトイレ」
設置へ！
大塚３丁目窪町公園に区内４
基目の「だれでもトイレ（１６
００万円余）」。工事中の仮設ト
イレの設置を約束させました。

（８月）
２木 区制60周年記念式典
３金 河川改修促進大会（八王子）
４土 Tさん通夜
５日 夏納涼祭野外映画
６月 宮本賢治日本共産党党葬
９木 くらしと法律なんでも相談
10金 区長申し入れ（くすのき郷問題）
11土 海水浴（千葉県千倉海岸）
14火 教育委員会傍聴
20月 08年予算要望懇談開始（～９月６日）
21火 石原都知事・成澤区長申し入れ（くすのき
の郷問題）
25土 「千石２丁目PT」第３回現場見学会
26～31金 夏休み（アメリカ・シアトル・義姉病
気見舞）

（９月）
２日 簸川会９月役員会
３月 議員団会議 教育委員会傍聴
９日 第14回新高島平ぶどうまつり
10月 第３回定例区議会開会（９月10日～10月17
日 37日間）
11火 本会議②③④（代表質問）
18火 アカデミー委員会
20木～21金 文教委員会①②
22土 後期高齢者医療制度学習会
26水 退職党員を労う会

街にカーブミラー新設！

小石川５・久堅公園崖上

消火栓・氷川下児童遊園 千石３－４千川通り５差路

中学校３年生までの医療費が、
10月１日から無料になりました。
1600人の方々が未申請とのことで
す。未だの方は急いで、
区役所・子育て支援課
５８０３－１２５６へ

（10月）
１月 本会議⑤（中間議決）
２火 決算委員会傍聴（総括質問）
３水～17水 08年度予算要望書づくり
６土 千石西保育園・窪町小・障害者合同運動会。
あつくトークする集い
７日 消防団合同点検 簸川会10月役員会
11木 くらしと法律なんでも相談
13土 区労協大会“赤狩り”60周年のつどい
14日 Mさん法事
18木 大鵬が語る 平和・戦争・相撲・これから
21日
22月
23火
24水
25木
27土

健康まつり（大塚公園）
湯島総合体育館建て替え地検討協議会
議員団会議 教育委員会傍聴
将来ビジョン策定検討協議会
08年度予算要望書区長提出 団結会
大塚福祉作業所一歩いっぽ祭り

10月25日、成澤区長に提出、実
現を強く求めました。区民本位
の区政へ、いまこそ強い監視が
必要です。

区民が区政を動かす!?
区長・区議選の熱い争点だっ
た、「中３までの医療費無料、
学校統廃合計画（素案）、元町
公園・文化財問題のいずれもが、
「区民多数の声で、動いている」
と実感しています。

初の「米本土」上陸
参院選の疲れも、夏の異常な暑
さを口にすることさえはばから
れる程のものでした。

懇談を積み重ねて



カーブミラー新設で、自動車と自転車の
事故はありません。みなさんの声を生かし
た安全のまちづくりがすすんでいます。

中３までの医療費無料
手続きはお済ですか

貧困と格差の是正こそ自治体の役割

暗い！ 狭い！ 臭い！
大塚小トイレの緊急改修を
千石西保育園・育成室
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今年の夏も46の団体個人との
要求懇談会を開催しました。懇
来年度予算要望書
談から見えてきたものは、制度
成澤区長に提出
改悪で苦しむ障がい者や・介護・
医療現場、区内業者等の貧困と
この貴重な見聞を、早速「第
格差社会の実態でした。厳しい 三回定例会」の論戦で生かし、
現実と語られる要求の切実さは、 08年度予算要望書にも盛り込み、

新大塚公園

区は、10月15日開催の「新し
い学校づくり協議会」の席上、
「新大塚公園兼用グランド等の
利用のしかた」について、３つ
の案を提示。なかでも兼用グラ
ンドを、朝の朝礼や昼休み利用

2007年～2008年

くらしと法律なんでも相談

12月14日 １月10日
いずれも午後７時より
簸川会・島元雅夫事務所
（3942）2776

くすのきの郷

五中・七中統合にかかわりなく

子どもと住民の手に戻せ

に限定する「Ｃ案」に、住民の
関心と注目が集まっています。

法に抵触する？
兼用グランド
これまでも私は、公園の「兼
用グランド化」は、都市公園法
【新大塚公園】利用のしかた

・相談は服部大三弁護士です

閑話休題。今年の夏は日本を
離れ、初のアメリカ・シアトル
へ姉の病気見舞に。セイフコ球
場で、マリナーズのイチロー、
城島も序に見舞ってきました。

C案
平日
土日
８：00以前
朝（朝礼等）
午前
９：0012：30
昼休み
午後
１：30以降
学校使用 （区提示資料から）

第５条にも、地方自治法第244
条「公の施設条項」にも抵触す
る恐れがあると指摘してきまし
た。今議会でも工事になれば、
公園の木々も、緑も消え、周回
路も分断され、公園の風景が様
変わりする。１万８千の方々の
思いがこも
る「新大塚
公園は現状
のまま残せ」
と主張しま
した。
新大塚公園

学校統廃合・将来ビジョン・元町公園問題は（２～３面）をご覧下さい

