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事業の実現を﹂とあり︑委員会

移転補償により︑早急な駅整備

いが続いています︒請願では
﹁橋上駅舎事業に必要な用地
取得に伴う地権者への丁寧な

が得られず︑地権者との話し合

願﹂が全△三致で趣旨採択されました︒請願には7831名の署
名が添えられ︑全会派が紹介議員北なり︑日本共産党は井口まみ
市議が紹介議員になっていました︒

用地協議をより丁寧かつ
粘り強く行う

本会議採決に先立つ恰月9
日にまちづくり委員会で審査

が行われました︒稲田堤駅の橋

でも各議員から質問が相次ぎ
市担当者は﹁土地収用法の
適用も視野に入れる﹂と

しながら︑なによりも
﹁関係地権者との用地
協議をより丁寧かつ粘
り強く行うことで︑早期

に橋上駅舎化整備に着
手できるよう進めてい
きたい﹂と答えました︒

暫定改札の
可能性も検討する

1

ている︒周辺の安全対策はどぅ

くなることも混雑の要因になっ

横断する人が多く車が通れな

れ︑石川けんじ議員が﹁道路を

人たちと︑自動車が交錯する
危険性についても取り上げら

道)を横断して京王線に向かう

委員会では︑駅前道路(観光

駅周辺の安全対策を
検討する

ました︒

ら︑検討していきたい﹂と答え

今後︑士地利用計画化おける
地権者の意向等を踏まえなが

いて︑本請願の提出を受けて︑

当者は﹁民問用地の取得等につ

るのではないか﹂と提案︒市担

な場所を確保すれぱ︑設置でき

接する民有地を活用して適当

が想{疋する場所ではなく︑隣

の石川けんじ議員が﹁現在市

弁していましたが︑日本共産党

暫定改札の設置は難しいと答

作ることができない﹂として︑

保できるところに暫定改札を
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するのか﹂とただし︑市担当者

ニ

ξ'

J

ミ甑.

心

郷

・N獄

︑︑

"︑拠

︑

ヲk1',瓢.

§1

{三

︑︑

.

︑よ

︑り々

ヲくj气

一 "゛

1

︑誕'

勺

゛ノ︑を︑J︑JJ︑

1

・・︑郭1■

ゞ

シャルトークで対談する
︑荘保鈴木の3氏

とつよく思いました。

井口まみ

は﹁駅の整備に合わせて関係局

<、今夜寝るところを探している子
どもは私たちのまわりにい

市会議員

と連携して︑駅周辺の安全対策

聞いていて、政治の責任は大きい

日本共産党

についても検討する﹂と答弁し
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解決なしに、学校も家庭も
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さらに請願では︑橋
上駅舎化に着手するま
での間︑駅南側に暫定
改札を設置するよう求
めています︒市担当者

されている方たちの、りアルな、そ

野ぺ

も「学校にも家庭にも居場所がな
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い方が集まりました。
第陪叫よ映画「さとにきたらいい
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つぎと紹介するすさまじい現実を

FAX 245‑4140

西野さんと鈴木さんはお二人と

市議会報告
ました︒

言われます。大阪西成区
釜ケ崎で24時間365日、い
つでも困っている子どもた
ちを受け入れ続けている

電話 200‑3360

ができました。

1げ
は︑﹁利用者の安全を確

内容でした。大人の貧困の
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野博之さん、川崎区桜本の川崎ぶ
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いる社会がここにある」と
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いる子どもたちのために日夜奮闘

主催旧本共産党川,嫡市議会議奥艮

リースペースたまりぱの理事長西
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荘保さんの話も胸を打つ
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して熱意あぶれるお話を聞くこと

、

る。必ずいる。でもそれを

上駅舎化は2010年に決定
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混雑する稲田堤駅前の踏切

し︑2019年度末には完成の
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となった大阪西成区「こどもの里」

れあい館の鈴木健さんのスペシャ
ルトーク。貧困や家庭の問題で学
校化行けず、家庭の中にもいるこ
とができない・一居場所をなくして

予定でしたが︑用地買収の合意
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居場所がない子どもたちを減らす
ことはできません。荘保さんが次

Be、川崎区で「"子どもの居場所"
を考えるつどしソを開催。200人近

やん」の上映。第2部は、その舞台
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﹁市民生活に関するアンケート2016﹂
全市で42◎◎通余の返信

れていました︒﹁薯らし向きはどぅか

が改善していない﹂などの声があふ

﹁サービス残業や長時間労働の問題

る︒いつまで保活すれぱいいのか﹂

とができず︑いまは無認可に入ってい

園に入れなけれぱ仕事をつづけるこ

険料増などは死活問題です﹂﹁保育

が上がっています︒請願審査で明ら

いしたい﹂など︑本当にたくさんの声

﹁どぅなっているのか﹂﹁早急にお願

すが具体的化は進んでいないため︑

全対策です︒橋上化は決定していま

かったのは︑稲田堤駅前の踏切の安

せられています︒一官地域で最も多

地域での具体的要望もたくさん寄

1実現したことも

具^的要望はただちに行^に

映させていきます︒

これからの議会活動にしっかりと反

こ意見をいただいています︒御協力いただいたみなさまありがとうでざいました︒

日本共産党川崎市議団が昨年円月から始めた﹁市民生活に関するアンケート20
16﹂は1月半ばまでに全市で約4200通の返信がありました︒様々なこ要望

﹁薯らし向きが苦しくなった﹂
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意見要望の欄には切実な声がた

くさん書かれていました︒﹁年金生活

わったか﹂という設問には︑鉛%の方

かになった具体化を急ぐよう引き続

の高齢者にとって年金減少︑社会保

が﹁一古しくなった﹂と回答していま

き求めていきます︒生田浄水場を復

希望をよく聞き︑配膳員を増

す︒福田市政に対して﹁(小児医療費

活させてほしいという要望も何通も

井口市議は︑恰月訟日︑自校

全校に

栄養士の配置を

がら検討する﹂と答えました︒

ヤリングや現地確認を行いな

ただし︑西義行教育次長は﹁ヒ

やすなど要望に応えるべキとと

助成について)所得制限の撤廃︑窓口

してください﹂という意見も寄せら

産できません︒子育てしやすい街に

な状況では2,3人目を安心して出

体的な場所の分かるものは直ちに行

のせん定などの要望もあります︒具

道路の改修バム園の整備や街路樹

ろがありましたら︑こ連絡ください︒

あります︒﹁ここを直してほしい﹂というとこ

★場所が特定できず対応できないこ要望も

か決まりました︒

渉したところ︑直ちに設置すること

との声が寄せられ︑市民文化局と交

く︑エレベーターまで行くのに不便﹂

ンターの入口の階段に手すりがな

ら﹁よく利用する麻生区のアートセ

したこともあります︒多摩区の方か

政に伝えます︒要望してすぐに実現
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寄せられた様々な要望意見は︑

れました︒

課題です︒

調理方式の中野島中を視察し
配置されています︒中学生の給

食は平均して百820キロカ
ロリーになるよう献立が作ら
れていますが︑この献立を教材

にこれだけのカロリーと栄養
をなせ取るのか︑どぅとるの
か︑栄養士が直接食育をおこ
なうことにしています︒しか
し︑センター方式対象の栄養士

は全市で数人のみです︒井口
市議は一般質問でも栄養士の配
置を求めましたが︑中野島中の

ような食育を川崎市内すべて
の中学校でできるよう︑ひきつ

たのか︒少子化と言ってもこのよう

いただきました︒これからの大きな

、

負担導入の撤回をどぅしてしなかっ
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ました︒この学校には栄養士が
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から意見を聞こうと多摩区内
の中学校を視察しました︒どの

学校もエレベーターの使用を
検討していました︒また事故の

防止などのために教職員を廊
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いよいよ川崎市も中学校給
食が始まります︒学校内に給
食室を作った中野島中(多摩
区)︑犬蔵中({呂前区)︑東橘中

舎向津区)︑はるひ野中(麻 生
区)の4校はすでに始まって お
り︑菅中︑南菅中は︑今年秋 に

完成予定の﹁北部給食セン
ター﹂(麻生区栗木)から配 送
されることになっているため ︑
現在は︑その準備を行ってい ま

す︒井口まみ市議は︑桧月即日

まで安全に運ぴ︑時間内に配
膳できるかが課題です︒エレ

の川崎市議会第4回定例会の一

般質問でその準備状況につい

た︒ちなみ化小学校や︑自校調

ターは使わない﹂としてきまし

教育委員会はずっと﹁エレベー

ベーターを使えぱ安全ですが︑

室まで運べるのかということ
です︒センターから給食が運

懸念されているのは︑{女全に教

理方式の中野島中学校は︑調
理員が4時間目が終わる前ま
でにエレベーターで各階まで
給食を運んでおいてくれるの
で︑児童生徒が運ぶ必要はあ

す︒しかし

下に配置することにしました︒

ある学校では給食担当の先生
は4時間目の授業を陽分切り
井口市議は質問で﹁今でさ

生徒がいっ せ

時間になる
と配膳室に

井口市需この問題で現場

ぱれると︑積み替えは2名の配

中学校給食の開始にあたり

教室まで安全に
給食を運べるか

て質問しました︒
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△中野島中の
給食を紹介する

アンケート結果より
あなたの毎日の薯らし向きは、
ここ数年でどう変わりましたか?

中料熱a食冊骨な実施を
、
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