議員団控室

11月27日本会議質問

本会議での一般質問
に立つ羽鳥区議

緊急の課題です。
「国保料の値下げのため、国に財政 支 援を求めるべき」
との 質問に、
「全国市長会を通じて行っている」と区長が
答弁。
「求めることはしない」としてきたこれまでの答弁か
ら一歩前進しました。また中野区が行っている医療費助成
制度に対して、国が7千万円も補助金の削減を行っている
ことも明らかになりました。

羽鳥だいすけの区政報告

が実現しました。これから作る中野区

2016年

環境基 本計画では、時代に合った目

新年にあたり

標と対策を明記するよう求めました。

誰もが保育を受けられ
る環境整備を
に通えるよう施設整備と
ともに、そうした子どもた

鷺ノ宮駅にはエレベーターが

ちの実態調査を行うよう求めました。

北口側にしかなく、南口からは
長い階段を登らなければなりま

民主主義の
担い手を育てよう

せん。調査をしたところ、西武
新宿線の橋上駅舎で2ルート以
上のバリアフリー化がされてい

来年の参院 選では18歳 選挙 権が

な い 駅 は 鷺ノ宮 駅くらいしか

初めて実施されます。主権者を育て

ないことも明らかに。区に対し

る取り組みを中野区としても積極的

て、積極的な対応を求めました。

に行うよう、様々な提案を行いました。

「緑とひろばの平和の森公園を残してほしい」
7件の陳情を自民・公明らが不採択に

12月10日の議会最終日では、7件の陳情の採決が行われまし
た。これらの陳情はいずれも“いつでも、誰でも、自由に”使え

第7号

発行日：2016年1月17日

●メールアドレス

hatoridaisuke89@yahoo.co.jp
●自宅

TEL/FAX：03-6677-7404
●区議団控室

TEL：03-3228-8873
FAX：03-3389-8657
●ホームページ

羽鳥だいすけ

WEB検索

ツイッター、フェイスブックも
やっています！

都有地部分
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急速に増える
中野区の基金残高

寄せられていました。この間の審議で、防災面でも歴史面でも平

（億円）

（単位：億円）

ことが明らかにされてきました。陳情は不採択でしたが、議会論

日々雑感

社会で子どもを育てる

腕白な主人公よつばは読者である僕も含めていつ
も周囲の大人の度肝を抜く言動をしてくれます。でもそんなよつ
ばを包み込む姿を見て、
「そんな風にみんなで子どもを見守って
いけたらいいな」と思うのです。これを読んだら、現実でも少し
優しくできそうな気がします。

★このコラムでは、地域のこと、私のことなど、雑多な中身をご紹介していきたいと思っています。
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羽鳥だいすけの

11月1日に行われた平和の森公園を
守るつどいには400人が参加した

500
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に 対して、20ページ383項 目にわたる
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提出しました。アベノミクスによって貧困
と格差が広がり、さらなる大増税と社会
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安心して預けられる
保育施設整備を
多 くの 保 護 者 が入 園 を 希 望
して い る の は 認 可保 育 所 で す。
500人を大きく上回る待機児童

そ中野区が暮らし福祉を支える自治体本

解消のために全力を尽くします。

来の役割を発揮させるときです。

青年の就労支援・
自立支援のために

介護・高齢者福祉の分野で
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あずまきよひこ
『よつばと！』

共 産 党中野 区 議 団は11月に中野 区 長

保障の切り捨てが狙われています。今こ

441
400

みなさんと力合わせて中野区議団は2016年も奮闘いたします！

「2016年度予算編成に対する要望書」を

600

和の森公園に体育館などスポーツ施設を作ることは適当でない
戦は続きます。平和の森公園を守るため、引き続き奮闘します。

大規模開発優先から暮らし
福祉に光をあてる区政に

この間の中野区政の大きな
特 徴は、区 民に 対しては「 財
政非常事態だ」
「お金がない」
と言い区民向けの施策を削る
一方で、区の貯金である基金
をどんどんと増やしているこ
とです。その額はこの 数年間
で大きく膨 れ 上がってきまし
た。このお 金を活用すること
で様々な区民の願いを実現す
ることが可能です。

る公園を残してほしいという趣旨のもので、6千筆以上の署名も
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はばたき通信

2016年が始まりました。みなさんの大きなご支援を受けて
議会に送り出していただいてから8か月余り。区民の要求と
実態をつかみ、議会にまっすぐに届けていく日本共産党の
役割をかつてなく感じています。国政では戦争法や消費税の
大増税、区政では駅周辺開発の一方で区民施策の削減。力を
合わせて、政治を大きく変えていく一年にしていきましょう。

医療的なケアを受けな

エレベーターもない
鷺ノ宮駅南口

生活のこと、地域のこと、
なんでもご相談ください
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地球温暖化対策は
新しい時代を見すえて

がら子どもたちが保育園

相談 受け付けています

自宅：中野区鷺宮5-14-4みのる荘201

あなたの声を、区政に活かす

話し合ったCOP21では歴史的な合意

国保料を滞納している世帯は加入者の3割を超え、保険料の値下げは

公園
森
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世界中の国が地球温暖化について

高すぎる国保料の値下げを

鷺ノ宮駅南口の
バリアフリー化求める

電話：3228-8873

日本共産党中野区議会議員

誰もが暮らしやすい中野を
今回は本会議で「暮らしをよくしてほしい」
という区民の願い実現のために、
5項目について質問を行いました。

住所：中野区中野4-8-1

今年4月から、要支援1・2の人の通所

不安定雇用やひきこもりなど

と訪問介護が介護サービスから外されて

自立して生きていく上で困難を

しまいます。給付費抑制のための強引な

抱える青 年をサポートする体制

サービス外しは許されません。

を整えることが必要です。

これからも
全力で区民のために
頑張ります！
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羽鳥だいすけ
2015年のあゆみ

地 元の地区まつ
りにも参加。鷺宮
のアイドル「 さぎ

道路に段差がありつ

昨年4月に議会に送っていただいて
から、地域のみなさんとともに歩ん
できました。議会での活動ととも
に、生活相談や政治の激動もあり、
濃 密な 2015年でした。2016年
も引き続き奮闘していきます。

プー」と記念写真

まずきやすいという

スタート

相談を受け対応
（鷺ノ宮駅南口前）

4月

日本共 産 党は新人4名を

11月

区議 会第３回定例会

含む、7名全員が当選

で初 質問に立つ。家
庭ごみ有料化、
「なか
の ん 」復 活、保 育 施
策についてなど切実

ボランティア報告

な区民要求実現を求
めました。
本会議場での初めて
の発言は安保法制の
慎重審議を求める意

５～６月

9月

回目となる被 災地へのボランティアを行い
資による無料バザーは今回も大盛況でした。
震災から5年が経とうとしています。今こそ

7月

して区内十 数カ所で宣伝を行い、

12月23，24日に共産党区議団として9
ました。みなさんからお寄せいただいた物

見書案への賛成討論

戦争法案廃案のために、区議団と

被災地ボランティアで物資お届け

被 災者の一人一人の思いによりそった復興
が求められています。

署名を集めました。大きな横断幕

議会が終わる

がとても注目を浴びていました。

たびに区政報
告会を開催

戦争法廃止へ

児童・生徒数増加で
学校再編！
？ 「改修」
を「改築」に方針変更
これでいいのか

中野区は第4回定例会の子ども文教

学校を大規模改修するだけでは教室数

向にあります。またこれからの時代、少

委員会に対して「区立小中学校の施設

が確保できないなどの理由により、原

人数学級の実施なども求められていて

整備方法について」という報告を行いま

則改築を行う」というものです。

「小規模校だからいけない」ということ

した。それは「学校再編計画を策定した

この結果、統合校では仮校舎期間が

もありません。今こそ、学校再編計画を

時点（2013年3月）より児童・生徒数の

発生ないしは長くなります。報告が指摘

見直すことが必要ではないでしょうか。

増加が見込まれているため、統合した

している通り、中野区の子どもは増加傾

みなさんのご意見をお聞かせください。

統合と通学区域変更のスケジュール【第四中・第八中通学区域】※ ●緑色は【変更前】の計画、●赤色は【変更後】の計画
2014（H26）

2015（H27）

2016（H28）

2017（H29）

第四中学校

移転

基本設計・実施設計

適法に行われた」と答弁。安倍政権の憲法無視の立場を容認しました。
戦争法の採決後も粘り強く続く区民による抗議行動に共産党区議団
も参加。12月8日に行われた「平和と憲法を守る中野集会」には350人
が参加しました。また
主義回復を求める「市
きな注目を集めていま
す。2016年 は 戦 争 法
を実施させない闘いの

校舎新築工事〈大和小校舎〉 （大和小の位置）

移転

基本設計・実施設計

年です！
統合

統合の準備
基本構想・基本計画

行使は明確に憲法9条に違反しているにも関わらず、区長は「
（採決は）

民連合」が発足し、大

校舎新築工事〈若宮小校舎〉 （若宮小の位置）

移転

統合

基本構想・基本計画

2023（H35）

統合の準備
（仮校舎改修） （大和小の位置）

鷺宮小学校
西中野小学校

統合の準備

（仮校舎・第四中の位置）

本会議では戦争法と立憲主義の関係について質問。集団的自衛権の

安 保 法 制 廃 止と 立 憲

2021（H33）
2022（H34）
（若宮小の位置）

移転

統合の準備 （仮校舎改修）

2020（H32）

新築
（若宮小の位置）

（仮校舎・若宮小の位置）
統合

若宮小学校

2019（H31）

統合の準備

第八中学校
大和小学校

2018（H30）

統合 移転 統合

年度

12・8集会に350人参加

校舎新築工事〈第八中校舎〉 （第八中の位置）

集会後、中野通り
をパレードをする
参加者

無料バザーにはたくさんの方にお越しくださいました

羽鳥だいすけ区議会日誌
①11月26日／本会議
来住区議が代表質問。戦争法や防災、介護、
保育、LGBTの問題について質問。
②11月27日／本会議
羽鳥区議が一般質問。詳細は4面に
③12月2日／厚生委員会
精神障害者へ障害者福祉手当を求める陳情
が全会一致で採択
④12月3日／区民委員会
中野区環境基本計画について本会議に続い
て実効性あるものにするよう質問。
⑤12月10日／本会議
平和の森公園を今のままで守ることを求め
る陳情が不採択に。浦野区議がすべての陳
情の採択求め賛成討論。

