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日本共産党

第３回定例市議会
おもに平成 年度の決算審査を行いました

更も視野に入れた︑整備計画の

再検討を求めました︒これらの
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あったと述べ︑②市民会議での
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れまで︑多くの市民や関係機関

か引き続き検討していく︒③こ
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駅前広場整備は︑
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核兵器禁止条約の
採択受けて

考慮して決定できたのです︒さ

もとってきました︒

いました︒
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は参加できず︒関連行事に平和

祈念のメッセージを送付した﹂

雨宮議員は︑今年の
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と答弁しました︒

題については︑新制度実施まで
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年度一般会計決算認定に反対
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雨宮議員は︑①国保制度の都
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市民の関心が高い調布駅前広

布駅前広場の整備について︑

日本共産党はこれまで︑調
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機児対策や学童クラブ運営な
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※市議団控室またはお近くの
議員までご予約ください。
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井口弁護士（武
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042−481−7280
● 電話・FAX

jcp-choufu@nifty.com
● メール

岸本なお子
442−8751
雨宮 幸男
487−8464
むとう千里
444−8206
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むとう千里
計業務に反映していくとの答弁

内容を︑今年度中に策定する設

へのアンケート調査を実施した

めました︒市

度の改善を求

べき﹂と︑制
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ＴＡから学校改善要望書で寄せ

対応を求めていく﹂と答弁しま
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られている︑プールやトイレ︑教
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ンクション南側予定地で︑地盤

従来からある﹃剣道﹄で禁じら

﹁沿線住民避難計画についての

議会で全会一致で採択された

おります︒

意見・ご要望をお待ちして

ばります︒みなさんの︑ご
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い︑財源確保についても国や都
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保育園の受け入れ拡充を
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医療的ケアが必要な子どもは︑

保育園・学童クラブでの
障がい児対策の強化について
障害児学童クラブを新設

害児枠で入園するしくみがあり

調布市では︑ 歳以上児は障

者は︑仕事を辞めなければなら
らず︑児童

後も安全最優先に指導してい
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人ひとりの状況に

なくなるなど︑収入が不安定に

年生から外国語活動が

べました︒

続けるためには︑中学生・高校

努めると述べました︒

くみがありません︒武藤議員は︑ 応じた適切な保育ができるよう︑ く﹂との答弁でした︒また人権
育園の入園内定通知を受けたが︑

市内の 歳児の保護者から﹁保

調布市は︑基本計画で﹁障害児

岸本なお子

ります︒新指導要領では︑小

指導要領は2020年から始ま

年ぶりに改訂された新学習

新学習指導要領︑
外郭環状道路への
住民の立場にたった対応について
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った実態をとりあげ︑
﹁ 歳未満

ことになった﹂という相談が合

障害を理由に入園をあきらめる

﹃ 受 け 入 れ が 難 し い ﹄ と 言 わ れ︑ 生になってからの放課後の対策

保育園との面接で保育園側から

障がい児学童クラブの
体制整備を
武藤議員は︑障害児学童クラ
ブで︑重度の障害児や医療的ケ
アが必要な児童を受け入れられ
るよう︑人的体制や施設整備を
整えることを求めました︒
市は︑心身障がい児親の会な
どの関係者と︑学習会や対象者

以上の授業時間数が年間 時間
増え︑ 年生以上は中学生と同
じ時間数の1015時間になり
ます︒今でさえ︑ 時間授業の
あとに委員会活動やクラブ活動
が入り︑毎日 時間授業になっ
ているのが実態です︒子どもへ
の負担増や学力向上に不安の声
・

もあがっています︒さらに今度
は

始まります︒
岸本議員は︑英語教諭でない
小学校教諭が英語を教えること
や忙しすぎて授業の準備や子ど
もとの時間︑研修時間の確保が
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ています︒

学童クラブの新設﹂を位置づけ

こうした課題を解決するため

なる家庭もあります︒

調布市は︑ 年 前 か ら 保 育 園 ︑ 残 さ れ て い ま す ︒ そ の た め 保 護

全会派で共同提案し、可決しました
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学童クラブで障害 児 保 育 を 実 施

「北朝鮮の核実験強行に抗議する決議」
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困難な教職員の教える力を向上
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しかし︑障害が 重 い 子 ど も や

議員提出議案の結果
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国領小学校学童クラブ

このほか他会派から「受動喫煙防止対策推進
のために法改正を求める意見書」
「性暴力被害者
への支援の法定化を求める意見書案」
「核廃絶に
向けた具体的な国際対話（賢人会議）の充実を
求める意見書」案などが提出され、いずれも賛
成多数で可決しました。
日本共産党は、
「核兵器廃絶のため、日本政府
が積極的な役割を果たす事を求める意見書案」
を提出。チャレンジ調布21（民進・社民・無所
属の合同会派）
、生活者ネットワーク、元気派市
民の会は賛成しましたが、自民・公明が反対し、
否決されました。
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しています︒
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