２０１ ２年第 １回杉並 区議会 定例会 が
日からスタートしました。
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高円寺地域の
学校統廃合問題を追及

私・ 富田たく は議会 ３日目の ２月 日
に一般 質問に立 ち、高 円寺地 域の学校 統
廃合問 題と私道 整備助 成につ いて、区 の
姿勢を追及いたしました。

２月

学校統廃合の中止を！！
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区教 育委員会 は２０ １０年 に、高円 寺
地域に ある２つ の中学 校と４ つの小学 校
を２つ の小中一 貫教育 施設に 統廃合す る
案を地 域住民へ 提示し ました 。この時 、

地域の 方々から 多くの 反対意見 が出さ れ
ていました。
今年 ２月に、 区教委 は学校統 廃合に つ
いて今 後の取り 組み方 針を明ら かにし ま
した。 その内容 は統合 対象とな ってい た
高円寺 地域の南 側は「 生徒数を 見守る 」
としつ つも、北 側の統 廃合につ いては 地
域での検討を進める、というものです。
私は 、一般質 問で統 廃合案が 決定事 項
でない ことをあ げ、区 民の反対 意見を 尊
重して 統合案を 撤回す ることを 求めま し
た。ま た、今回 出され た方針に ついて 、
学校関係者の限られた場の検討ではなく、
地域住 民が参加 できる 意見交換 会をあ ら
ためて開催するよう要求しました。
区教 委は、統 合につ いて一定 の理解 は
得られ ていると 強弁し 、学校統 廃合の 検
討を学 校関係者 に押し 付ける姿 勢を崩 し
ませんでした。
意見 交換会に ついて も開催す る予定 は
ないと して、区 民意見 を広く聞 く場を 拒
む姿勢をあらわにしました。
教育 予算削減 を目的 とした学 校統廃 合
は少人 数学級制 が進め られてい るなか で
教育環 境を後退 させて しまいま す。さ ら
に、地 域の学校 を無く すことは 良好な 地
域コミ ュニティ ーの維 持に大き な打撃 を
与えて しまいま す。区 の姿勢を 転換さ せ
るため にも「学 校を守 ろう」の 声を大 き
くすることが求められています。

２０１２年３月号外 杉並区民新聞社 杉並区今川２－１２－２１
日本共産党杉並地区委員会は以上の見解を発表しました

杉並区民新聞

です。

富田たく
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私道舗装の更新時期
助成の拡大を

杉 並区 の私 道は 区内の 道路 の ％を 占
め ていま す。 また 、私 道の 舗装 が本格 的
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に行 なわ れ始 めて から 年 ほど 経過し 、
多くの私道が更新時期をむかえています。
杉並区 の私 道舗 装助 成制 度は 、舗装 に
か かる費 用の 全額 が区 から 助成 されま す
が 、年間 の予 算が 決ま って おり 助成制 度
を 依頼し ても 待ち 時間 が発 生し ている の
が現状です。
一般質 問で は、 私道 が区 民に とって 重
要 な生活 道路 であ ると とも に、 災害発 生
時 の大切 な避 難路 であ るこ とか ら私道 助
成 制度の 予算 拡大 を求 めま した 。また 、
私 道助成 制度 の対 象外 とな って いる汚 水
ま すの蓋 の修 繕費 用に つい ても 、区の 助
成制度を活用できるよう求めました。
区は私 道の 重要 性は 認め たも のの、 予
算 の拡大 には 後ろ 向き の姿 勢を 示し、 汚
水 ますの 蓋の 修繕 につ いて も私 有財産 で
あ るとし て助 成制 度の 適用 は行 なわな い
との答弁を行いました。
杉並区 の私 道は 、区 民の 生活 の基盤 で
す 。今後 も、 私道 助成 制度 が区 民のみ な
さ まに使 いや すい 精度 にな るよ う、区 の
姿勢の転換を持ともめていきます。

ﾒｰﾙ info@tomitataku.jp
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【ご購読の連絡先】
◇日本共産党 富田たく 事務所
TEL：3314-5551
FAX：3318-1492

ご自宅の周りや公園など放射線の
気になる場所はありませんか？
ご希望がありましたら、
私たちの測定器で測定します。
お気軽にご連絡を！

中小企業・ 商店街の 味方！

!!

２ 月 日 の一般 質問 では 、学 校統廃 合
問題の他に、私道問題を取り上げました。

一般質問・私道助成制度の拡充を！！
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2 . 1 9 脱 原 発杉 並デ モ

参 加 者 ５ ０ ０ ０ 人 ! !

２月１９日（日）に脱原発杉並デモに区内外から５０００人
を超える人々が集まり、原発ゼロをうったえて蚕糸の森公園か
ら阿佐ヶ谷駅までを練り歩きました。デモは黄色い風船を持っ
たキッズ隊列を先頭に、サウンドカ―やカラオケカーなど、趣
向を凝らしたアピールで脱原発を呼びかけていました。
今回のデモは団体・政党・思想信条を問わず「原発を無くし
たい」という思いのある人すべ
てを受け入れて、一般市民や商
店などが手作りで取り組んだも
のです。 今後も様々な取り組
みが考えられており、脱原発杉
並から目が離せません！！

放射線量測定します！

