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待機児解消へ、計画の遅れを取り戻して

2016年11月号

いび 議 員は 、 長友
市 長が 、 この 事 件に

認可保育園増設へ、市の

まりしていることを指摘、

機児の数が２８８人と高止

保育園の待機児解消を
いび議員は、調布市の待

課題解決に努め、引き続き

保育士の確保、近隣理解の

た。子ども生活部長 用地・

をすすめることを求めまし

戻して、認可保育園の増設

とも市の計画の遅れを取り

う求めました。

り 組み を おこ な うよ

し て本 腰 を入 れ た取

護 のた め に、 行 政と

評 価し つ つ、 人 権擁

発 表し た こと を 高く

立 場か ら コメ ン トを

つ いて 、 人権 擁 護の

「調布っ子すこやかプラン」
待機児童対策を推進すると

待機児解消、やまゆり園の事件と
人権擁護、視覚障害者の安全

に対する進捗状況と課題に
答弁しました。

子ども生活部長は、調布っ

やまゆり園での事件と

ゆり園の事件がおこっ

人

員によって施設の利用者が

園」において、施設の元職

設である「津久井やまゆり

あろうはずがない。まちづ

た」「命の尊さに差異など

して、代表の方とお会いし

ぐに障害児親の会に連絡を

る だろ う と思 い 、す

とを指摘しました。飛

不適切な状況があるこ

の点字ブロックを点検、

市内の全駅とその周辺

ました。いび議員は、

刺され、 人が死亡、
が負傷するという痛ましい

くりの基本は誰もが個人の

また、駅のホームにホー

事件が起こりました。容疑

事ができる地域社会を実現 の柱が設置され 左
(写真 、
)
すること」と述べ、 つつじヶ丘駅の地下通路で

ムドアの設置をすすめると

田給駅のホームでは、

は、点字ブロックの先に自

ともに、早急に、転落防止

尊厳を認められ、生き生き

市民部長は、「人

転車走行防止のための車止

の策を設置することを、京

者による障害者の生きる権

て から 、 関係 者 の方

子すこやかプランの進捗状

が 不安 を 持た れ てい

年度は開所目標６園に対
し、実績は５園。平成 年
度は開所目標８園に対し
園と説明。課題は、第１に
用地の確保、第２に保育士
の確保、第３に近隣理解と
答えました。

権擁護委員をサポー

めが立っています。
開するとともに、

内の情報共有を図

対応できるよう庁

の対応が適切であるかどう

字ブロックなど、障害者へ

駅周辺や公共施設周辺の点

ア等が設置されていない全

事前説明を行い、ホームド

では視覚障害者団体などへ

都市整備部長は、京王線

差別的表現に留意

る」と答弁しまし

か、当事者の意見を聞きな

た。

ての駅ホームに転落防止の

視覚障害者の
転落事故防止
月 日、銀座
線青山 丁目駅で、
盲導犬を連れた視
覚障害者がホーム
から転落して死亡

した。

の推進に取り組むと答えま

が反映されたバリアフリー

検を実施し、当事者の意見

設置。市も幅広い視点で点

内方線付き点状ブロックを

がら総点検と改善を求めま

右(下写真 ) 王電鉄と国に対してはたら
いび議員は、市に対して、 きかけること求めました。

トし啓発活動を展

した。

豊洲新市場用地は東京ガスの工場跡地で、発が
ん性物質のベンゼンが環境基準の４万３０００倍も
検出され、さらに、猛毒のシアン化合物やヒ素など
有害物質で高濃度汚染されていた場所。都は８５８
億円をかけて盛り土などの土壌汚染対策が「完了し
た」と都議会や都民に説明をしてきましたが、日本
共産党都議団の調査で、盛り土はなく巨大空間を造
成していた事実を初めて確認、都の説明が虚偽であっ
たことが明らかになりました。
都民の命と健康にかかわる問題で、専門家会議の
提言も無視し、虚偽の説明で都民を欺いてきた都の
責任は重大です。日本共産党調布市議団は、9月議
会で、安全性の検証と真相の徹底究明を求める意見
書案を提出、全会一致で可決されました。

点字ブロック上に駅舎

「豊洲新市場整備をめぐる重大な問題点につい
て徹底検証を求める意見書」全会一致で可決
……日本共産党が提案……

と幸せを感じながら生きる

不安を広げています。
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況について、計画では平成

人権擁護のとりくみ
７月 日、障害者支援施

長友 市 長は 「 やま

ついて質問しました。
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利を否定した発言が怒りと

豊洲新市場問題の徹底解明を！！

する事故が起こり
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あるいはもよりの市議会議員へ

雨宮 幸男

日本共産党議員団控室 481-7280

いび議員は、保育園の待
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老朽化してきた公共施設
への対応としての公共施設
整備基金の積み立てについ
て、必要な経費であり、当
初予算に積み立て分を盛り
込むよう提案しました。
保存を求める声が高まっ
ている調布駅南口広場の樹
木について、多くの市民に
とって深い思い入れがある
ことを行政としても踏まえ
て市民の意見を聞きながら
進めることを求めました。
審議の結果、 年度決算
は、賛成多数で 認
｢定 と
｣な
りました。
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機児解消のために、少なく

平成27年度の決算審議終わる
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年度の調布市一般会計
では、土木費は前年度と比
べて約６億円の増でした。
日本共産党は、都市計画
道路や調布駅の駅前広場整
備など多額のコストを要す
るものが事業化されている
ことから、今後とも事業の
内容を精査し、コストを抑
制することを強く求めまし
た。
待機児対策では、８園増
設が計画されていた認可保
育園が５園にとどまってい
ることを指摘、計画通りの
保育園増設を強く求めまし
た。
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認可保育園の増設を
ニュース

●毎月第３月曜日

●場所 市役所共産党控室

●井口弁護士(武蔵野法律事務所)

＊事前に予約してください
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安心して暮らせるよう各種制度の改善をせまる

市独自の「高齢者家事援
夏休みの過ごし方などに

堅持されるべきだと、市

するための機能は、維持・

いかと求めました。市は、 各施設の設置目的を実現

家庭の状況にかかわりな

武藤議員は、どの子も

学援助制度では、小中学

入学前に支給を

就学援助の入学準備金は

助ヘルパー」の資質向上
ついて調査を実施し、受

の基本認識を問いただし

く、学校教育を受けられ

共施設の在り方について

を●強引な「卒介護」を
け入れ可能な学童クラブ

ました。

こと●無資格でも働ける、 軟な対応をすべきではな

岸本議員は「介護保険
進めないよう、本人と家
の紹介、ユーフォーや児

介護保険制度の改悪許さない！

制度の動向」と「学童ク
族の意思を尊重すること
童館の活用など努力した

ら見えてきた課題として、 の充実を求めました。就

学童クラブの待機児ゼロ実現を

ラブの待機児対策」につ
を、市に求めました。
ものの「期間限定であっ

以上の高校施設

るために、就学援助制度

いて質問を行いました。
学童クラブの待機児解消

建築後

担当部長は『白書』か

厚労省の検討会では、介

ても定員を超えてしまう

校の入学準備に関わる費

割。今後予想

用を支給対象にしていま

が全体の

ため課題がある。三季休

される社会状況の変化、

で「学童クラブの増設を

岸本議 員は待 機児 対策
これ以上の負担増を許さ

業中の受け入れについて

３ 商業 施設 建設 着手 、

完 了、 京王 電鉄 によ る

の 市街 地再 開発 事業 の

市長 は、 調布 駅南 北

問。市が昨年度取りまと

今後の在り方について質

なっている、公共施設の

化などで全国的な課題に

雨宮議員は施設の老朽

めていること、ＰＲに努

市内事業者と協力して進

を求めました。市からは、

基本」としつつ、待機児

すが、中学校入学の場合、 住宅相談会の開催など、

ないよう国に意見をあげ

大量かつ集中的な改修・

介護１・２の生活援助を

は様々な角度から検討し

るべきと求めました。

が発生した地域では、夏

介護給付からはずすこと

入学準備では制服、体操

休みなど三季休業中の柔

更新への対応を見据えた

長友市長は自身の経験を

たい」とのべました。

や福祉用具レンタル代の

着、上履きなどで最低

駅 前広 場の 整備 など 街

めた「公共施設白書」か

共施設の機能は現時点で

円の支給です。しかも、

就学援助では 万

をしていく」にとどまり

ました。八王子市など東

京でもいくつかの自治体

はすでに入学援助金の支

給を入学前に変更してい

ます。調布でも早急に実

施すべきです。

住宅のバリアフリー
制度の充実を

また、住宅のバリアフリー

補助制度については、補

助制度の充実とＰＲと、

市内事業者の活用の促進

た。

進めるとの答弁を得まし

るよう求め、市民参加で

参加で新しい公園をつく

分反映できるよう、市民

や子どもたちの意見を十

コ公園を愛してきた市民

する事について、長年タ

役所裏の線路跡地に整備

コ公園）の代替公園を市

された調布駅前公園（タ

また武藤議員は、閉鎖

タコ公園の代替公園は、
市民と子供の意見を
反映できるよう
市民参加で進めるべき

するよう要望しました。

などへの補助制度も充実

でなく、市内商店の改装

ました。今後、住宅だけ

万円必要ですが、 めることなど回答があり
は維持していくことを基

支給時期は入学後の 月

万円～

本に検討、と答弁。

的な取り組みが必要。公

計画的かつ効果的・効率

述べながら「本人と家族

調布駅周辺地区の街づくり

全額自己負担化…などの
支援は重要」「これまで

負担増が狙われています。 が安心して暮らすための
要支援はずしに続いて、
同様、国や東京都に要望

将来像の検討に入るべき！

要介護者の生活援助サー

で施設の在り方や配置に

と、金額や支給時期が実

雨宮議員は、市役所庁

雨宮議員は財源確保の

態に合っていません。武

していく」と答弁しまし

一方策として昨年度、売

藤市議は、支給額の引き

ビスも抑制されれば、調

があると認識。将来の駅

却・貸付けした普通財産

上げと支給時期を入学前

ついて検討を進める必要

完了などを踏まえ、公共

周辺の街づくりは、駅周

の件数等を質問。

の遅くとも 月にするこ

舎や市街地再開発事業の
施設の再配置なども視野

辺の街の姿を長期的に展

不動産売り払い収入は

とを求めました。教育部

た。さらに岸本議員は、

に入れた調布駅周辺地区

望する中で、公共・公益

２６００万円、うち２５

長の答弁は「他自治体の

布市では介護認定を受け
要支援の高齢者向けに

街づくりの将来像につい

的な拠点機能と商業・業

００万円が用途廃止の行

月から始まる「介護予防・

ての市長の問題意識を問

務・文化等の生活機能が

ている方の
･ ％もの
方が対象です。岸本議員

う とと もに 、公 共施 設

バランスよく整えられた、 政財産、との答弁でした。 動向を注視し、調査研究

日常生活用具総合事業」

の 再配 置な ども 視野 に

魅力ある市街地の形成を

は相談者の事例を紹介し

入 れた 調布 駅周 辺地 区

めざすと答弁しました。

について質問し、●全員

街 づく りの 将来 像の 検

公共施設の今後の

の 姿が 変わ ろう とし て

ら見えてきた調布市の公

パルコ側より南口周辺 の眺め

討 に入 る事 を求 めま し

い る。 駅周 辺の 公共 施

共施設を巡る課題を問う

あり方について

設 将来 的な 更新 問題 を

とともに、今後の公

た。

見 据え 、長 期的 な視 点
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ながら、介護の実態につ

度予算編成に対する要望書』を提出しました。
消費税増税など各種の負担増で景気の冷え込
みが続き、市民の暮らしは大変です。
市議団からは、ひきつづき「くらし第一を堅持し、
特に高齢者や障害者、生活困窮者に対する救
済策をとること」「格差解消のために市の努力を
すること」「都市計画道路は基本計画見直しも含
めて抑制しつつ、公共施設の維持保全計画に基
づく整備予算を確保すること」など、約200項目に
わたって要望しました。

68

日本共産党調布市議団は、市内医療団体や
商業団体、女性団体など多数の団体との意見交
換会を重ね、11月、長友市長に対して『2017年

8

割負担の対象者拡大、要

護保険制度の利用料の２

10

に介護認定を受けさせる

予算要望書を提出しました

いて市長の認識を問い、

一般
質問

