
大型開発優先をやめ
深刻な区民生活に

目
を
む
け
よ

　2018年第一回定例会は2月14日から3月26日に開催
されました。一般質問は、森とおる議員、小林ひろみ議
員が行い、予算特別委員会には、渡辺くみ子議員、儀武
さとる議員、森とおる議員が委員となり、区民要求実現
の立場で追及しました。
　また、日本共産党は「核兵器禁止条約への署名・批
准を求める意見書」「『森友学園』問題の徹底究明と安
倍昭恵氏の証人喚問を求める意見書」を提案。いずれ
も賛成少数で否決されたものの、民主ネット、一人会派
の３人が賛成しました。

　2018年度当初予算には、日本共産党が要望した眼科

検診の新設、就学援助の拡充、保育園おむつ処理費補

助などが盛り込まれました。また、予算特別委員会の中

で、日本共産党が指摘し改善を求めた結果、「生活保護

世帯への入浴券年間30枚を60枚に戻す」「子どもス

キップ職員の欠員改善のため、新たな非常勤職員を創

設する」「昨年の広島に引き続き、中学生を長崎平和記

念式典に参加させる」こととなりました。

　しかしながら、「過去最大規模の予算」にもかかわら

ず、子ども医療費無料化の拡充や給食費補助はしな

い、区民住宅からの撤退など住宅施策は後退、感震ブ

レーカー補助予算削減、障害者日中通所施設の食事代

補助削減など、区民要求に応えず負担増を押し付ける

ものとなっています。一方で、2019年東アジア文化都市

や2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、来

街者のための新ホール建設や池袋西口公園の「劇場

化」、電気バス、トキワ荘の復元、池袋保健所の移転、東

西デッキや多数の市街地再開発事業に多額の税金を

投入し、今後借金を増やすことになります。日本共産党

は、区民要求に十分応えず、大型開発を優先し、今後の

財政運営に禍根を残す予算に反対しました。
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莫大な税金をつかう
「池袋西口公園の劇場化」

　豊島区は「国際アート・カルチャー都市」を実現するとして、池袋
に来街者を増やす大型開発の計画を次 と々進めています。
　東京芸術劇場前の池袋西口公園の「劇場化」は、区長が昨年
突然「４つの公園構想」を打ち出し、その後9月に具体的な図面など
が公表されたものです。17年第3回定例会で清水みちこ議員が、事
業費について全く示されていない問題などをとりあげ追及しました。
　ようやく今年１月に区議会に公表された事業費は、概算工事費
26.8億円。そのうち奇抜なリングだけで８.７億円というものです。日本
共産党は、面積が倍以上の南池袋公園の工事費は約４億円、同
程度の新宿区大久保公園シアターパーク約１.５億円などの事実を
突きつけ、公園整備としてはあまりにも莫大な金額であり、再検討を
求めました。
　また、3月の予算特別委員会で日本共産党は引き続き追及、他会
派の議員からも「高すぎる」との意見が出されました。
　3月に開かれた住民説明会では、参加者から「他の公園は老朽
化してバランスを欠いている」「劇場にする必要ない」「雨が降った
らどうなる」「リングは高くてもったいない」「みんなが使いやすい公園
に」等、批判の声があいつぎました。来年秋オープン予定となってい
ますが、区民無視のムダ遣いは認められません。みなさんと力を合
わせ、計画撤回を求めて引き続き追及します。

26億
8千万円!

眼科検診の実現 45歳、55歳を対象に

生活保護の入浴券 30枚➡60枚（年間）

就学援助の改善 19年4月小学校
入学準備金の前倒し支給

長崎平和祈念式典への中学生派遣実施

保育園おむつ処理費 全額補助

子どもスキップ非常勤職員 新制度創設
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巨額の大型開発よりも、
福祉・暮らしに転換を

　本年６月に施行される民泊新法は、違法な民泊を届出さえすれば合法
化するものです。森議員は、多くの区民から寄せられている不安の声を示
し、新法では住民の生活環境を悪化させないように住居専用地域等を禁
止区域や日数制限するなど条例に盛り込むことができることになっている
と主張し、他自治体で進められているルールづくりが必要と質問しました。
　区は「区域・期間制限せず、運営を重視した条例内容となっている」と答
弁し、制限するルールづくりを拒否しました。

民泊について

　家賃が高いなど、高齢者、生活保護では入れない住宅が増えています。
小林議員は、生活保護への偏見の解消や、区独自の生活保護を含む低所
得者向け住宅の増設、家賃補助の創設を求めました。区は、低所得者への
家賃補助は今後検討するとしましたが、「生活保護受給者は民間賃貸住宅
市場の中で対応する」と答弁しました。

住む権利を保障する住宅政策

　豊島区はすでに多くの業務を民間委託し、18年度はさらに委託を増やし
ます。民間まかせでは、行政の根幹が崩れます。職員削減方針をやめ、必要
な事業量に見合った職員体制にすべきと求めました。

業務委託に関する諸問題

　豊島区上空を多くの便が低空飛行する計画に、区民からは多くの反対
の声があがっています。森議員は、国に対する区の姿勢とオープンハウス
型（展示と別の説明ではなく）教室型説明会の開催を求めました。
　区は「国と随時、連絡を取り合っている。今後も機会を捉えて教室型説明
会の開催の要望を行う」と答弁しました。
　さらに森議員は、多発している落下物事故に対する区の考えを問うとと
もに、反対の態度表明を強く求めました。
　区は「安全をないがしろにするものであってはならない」としつつも、「計
画についての必要性は理解している」と計画に賛同する態度でした。

　国際アート・カルチャー都市の実現を名目に、池袋駅中心に旧庁舎跡地
のハレザ池袋、池袋西口公園等の大型開発により投資的経費が膨らむなど
して、一般会計予算は過去最大の1,246億円です。森議員は、2019年度から
起債（借金）が基金（貯金）を上回ることは問題と追及しました。
　区長は、今後５年間の見込みを示し、2019年度からは毎年100億円超の
債務超過になり、区財政に全く影響がないわけではないと答弁せざるを得
ませんでした。

2018年度予算について

　10月からの生活保護基準の引下げは憲法25条「健康で文化的な最低限
度の生活」を保障する水準を割ってしまうことになります。改めて国に撤回
を求めるよう質しましたが、区長は拒否しました。

憲法25条生存権を保障する政策

　相次ぐ値上げで、保険料は区民の負担能力を大きく超えています。18年
度から「国保の都道府県化」が始まり、都が財政的に責任を持つことになり
ますが、また値上げです。都独自の保険料負担軽減の補助金はわずか14億
円であり、都にさらなる財政支援を求めるよう追及。また、区は一般財源か
らの法定外繰入金を10億円も減らしています。小林議員は、区が一般財源
を投入し区独自に保険料を軽減するよう求めました。区は、都には要求する
ものの、区独自の保険料軽減は冷たく拒否しました。

国民健康保険料について

　森議員は、大企業や来街者のための劇場ホール、池袋西口公園等は将
来の区財政に影響し、また南池袋二丁目C地区市街地再開発等は住民無
視で進められていると指摘。さらに区民の願いは、医療費の助成制度、生
活保護世帯への支援策、学校給食の無料化等であり、こうしたわずかな
予算でできる福祉施策こそ早急に実施すべきと求めました。
　区長は、公平性の観点だとか、全国的に実施例がないだとか理由を述
べて、事業費の多寡で決めているのではなく可否の判断をしていると拒
否しました。

　高齢者や低所得者の方々の住宅探しは大変困
難です。国は単身者の最低居住水準を25㎡と規定
しています。区はこのことを認識しているにも関わ
らず、把握できているだけでも約800人の生活保
護受給者の方々が15㎡以下に居住しています。渡
辺議員は「高齢者や低所得者の住宅対策は喫緊

の課題」と追及。区は「対応する」と答弁しました。
　さらに渡辺議員は「今、市街地再開発事業で
2000戸の分譲マンションの建設が計画されてい
るが、街づくりというのであれば、誰もが安心して
住み続けられる公営住宅を建設すべき」と強く求
めました。

渡辺くみ子議員が、超高層マンションではなく、
公営住宅の建設を求める

市街地再開発事業によるビル建設ラッシュ

　東京オリンピック・パラリンピックにむけて、公
共工事、再開発などが目白押しです。そのため建
設費が高騰。公共工事設計労務単価が6年連続引
き上げられました。ところが、労働者の賃金には反
映されていません。
　儀武議員は、現場労働者の賃金にどのように反
映しているか、実態調査を求める「請願」が2年前

に全会派一致で採択されたにもかかわらず、区が
いまだに調査を行っていないことを指摘。発注者
責任を明確にし、実態調査を行うとともに、受注業
者に処遇改善をすべきと公契約条例の制定を求
めました。区は「別の方法を考えてきたが、調査研
究してまとめていく」と前向きの答弁をしました。

儀武さとる議員が公契約条例の制定を求める
労働者の適正な賃金確保を

　保健所を売却し、造幣局跡地に17億円で仮移転
し、その後、計画中の南池袋二丁目C地区再開発ビ
ルに20億円以上をかけて移転する計画です。
　森議員は「50年以上経過している学校が15校
もありながら、20年しか経っていない保健所を売
却するなどとんでもない」と批判。さらに「区は、旧
庁舎跡地周辺は来街者が増えて事故が起こり得

るので、売却した方が活力ある街になると言うが、
保健所利用のベビーカーや自転車も通れない危
険な街になるのか」と問い質しました。区長は「大
混乱する中で事故が起こると無計画と言われる」
などと答弁し、売却を正当化しました。
　森議員は、改めて売却計画は撤回するよう強く
求めました。

森とおる議員が、民間企業を儲けさせる計画の撤回を求める
池袋保健所の移転・売却計画

羽田空港の増便に伴う
都心飛行ルート計画について

　総合窓口課（住民異動届、住民票や戸籍の証明書などを取扱う）
で、「個人情報の不適切な取扱い事案」が発生しました。予算委員会
で日本共産党が追及し、その後の議員協議会で中間報告がありまし
た。総合窓口課では、受付、証明書の発行、変更事項の入力などの作
業を民間業者に委託しています。その中で、①区と受託業者が、実在
する個人情報を掲載した戸籍証明書類を「見本」として使用してい
た、②受託業者が社員研修で過去の実在データをコピーして資料と
して使用していた、③受託業者が、個人番号「通知カード」を本人確認
書類として使用していた、というものです。①②の事例は個人情報保

護条例違反であり、また、受託業者がコピーをするのは「契約違反」
です。区民の個人情報が勝手にみられていたことになり、どれもが重
大問題です。区が同じ業者に2005年から13年間もの長期間委託して
きたことも問題です。日本共産党は、委託の中止を求めました。
　また、区有施設の指定管理者（民間企業）の対応（区民がけがをし
た件について、区への事故報告が遅く、内容も間違っていた）につい
ても予算委員会で取り上げ、区が指定管理者まかせにしていることを
追及しました。

ひどい !総合窓口課の民間委託の実態
個人情報保護条例違反

　待機児ゼロとなった豊島区だからこそ、保育の質を確保するため、園庭

子どもの最善の利益を守る政策(保育園、学童保育)

のある保育園や保育士等の待遇改善を要求しました。
　子どもスキップ職員の応募が少なく、欠員が続いています。正規の採用、
非常勤の待遇改善としての５年雇止めの中止、報酬の引上げを求めまし
た。区長は、「施設も含め環境をよくする努力をする」とはいうものの、5年雇
止めの見直しはしないと答えました。

小林ひろみ議員が一般質問

自治体本来の役割を自覚し、
区民の権利を守る区政を

森とおる議員が一般質問

池袋周辺に集中した開発優先の予算から、
区民の命と暮らしを守る
　    予算に再編成を 

算特別委員会の審査予



　国保料、介護保険料の値上げ条例が提出さ
れ、区民厚生委員会（渡辺くみ子委員長）で審査
されました。
　儀武議員は「国保料は一人当たり保険料が
3,547円と大幅に値上げされ年間保険料が
121,988円となる。負担の限界であり、値下げす
べき」と議案に反対。また、区民から出された保
険料の引き下げを求める陳情は、日本共産党の
みが採択を主張、他会派は不採択としました。
　また、介護保険料については、第7期の介護保
険料基準額は300円値上げで月額6,090円、年額
では73,080円となります。儀武議員は「基金を活
用し値上げ幅を抑制しているが、不十分だ」と指
摘し議案に反対。さらに、後期高齢者医療保険料

　「豊島区町会活動の活性化の推進に関する条例」が審
査されました。 
　儀武議員は、「今でも『区からの仕事が多い』と悲鳴が上
がっている。条例ができたら減らすのか」と質すと、区は
「減らしません」と答弁しました。儀武議員は「少子高齢化
で見守りなど福祉分野でボランティアなど町会の仕事が
さらに増える可能性さえある」と指摘。「町会の自主的活動
に区が支援を行うことは重要だが、①本来、区が担う役割
を住民同士の助け合い、支えあいに変えようとしているこ
と②任意団体である町会を条例に位置づけ、すべての区
民、事業者に町会活動に積極的に参加及び協力を求める
ことは地方自治の精神に反するもの」と反対しました。
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地方自治の精神に反する
町会活動活性化条例に反対 

国保料、介護保険料、
後期高齢者医療保険料の
値上げでトリプル負担増

　現在喫煙が可能な66箇所の区立公園につい
て10月から全面禁煙化する条例改正が提出さ
れ、都市整備委員会で審査され賛成多数で可決
されました。
　パブリックコメントでは、全面禁煙化に反対す
る意見も寄せられ、新たな喫煙場所の確保や周
知が必要という意見が審査の中で出されて議論
されました。
　かきうち議員は、「分煙のため喫煙場所の整備
は必要ではあるが、公園はたくさんの保育園児
も利用しており、子どもを受動喫煙から守ること
を優先することは必要不可欠」と主張し可決に賛
成しました。

　豊島区立芸術文化劇場条例が子ども文教委員
会で審査されました。これは、庁舎跡地の開発と
して公会堂跡地に建設され76億円余で買い入れ
る1300人の「新ホール（劇場ホール）」を条例に位
置付け、利用料などを決めるものです。これまで
も日本共産党は庁舎跡地の開発のために区が税
金をつぎ込むことになるなどとして、反対してきま
した。小林議員は「利用料は一日130万円、区民利
用料金でも40万円と高すぎる。豊島区としても成
人式など年10日程度の利用。設置目的には、『賑
わいを作る』などとなっており、結局来街者のた
めのもの」と指摘し、反対しました。
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区民が使えない
「新ホール」設置条例

公園の全面禁煙化条例が可決

任委員会の審査常

総務委員会
区長給料、区議会議員報酬の
引き上げに反対

　総務委員会で「区長給料」「区議会議員報酬」などの引き上げに関する議案が
審査されました。
　この議案は、17年4月1日にさかのぼり、区長は月額1,300円、議員は役職別に月
額800円から1,200円を引き上げるというものです。
　森・清水議員は「年金額が年々下がるなど、区民生活は大変厳しい状況が続い
ている。区長もその認識があるにもかかわらず、上げるべきではない」と反対。し
かし自民、公明、民主ネット、都民ファーストの会は賛成しました。

は、一人当たり平均1,635円の値上げ、年額97,127円とな
り、トリプル負担増です。

ご意見、ご要望をおよせください。日本共産党豊島区議団　控室 TEL 3981-1429　FAX 3590-4650
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☎3950－3675

小林　ひろみ
☎3955－8244

森　とおる
☎6912－0135

儀武　さとる
☎3918－9458

渡辺　くみ子
☎3971－1950

清水　みちこ
☎6912－8679


