縲器腹々捌ヒへ市から働劫吋を
化についてとりあげ︑促進を求めました︒

﹁小田急沿線では︑計画的な市

れ月巧日に﹁﹃小田急沿 線 ま ち

川崎市は小田急電鉄( 株 ) と

くりが重要﹂だとして︑﹁既存ス

中心とする持続可能なまちづ

される﹂ことから︑﹁身近な駅を

今後高齢化や建物の老朽化が
同時期に進行することが懸念

塾ゞ

金子まちづくり局長は﹁川崎

市は複々線化の早期完成を要
望してきた﹂と答えるととも
に︑小田急電鉄からは﹁向ケ丘
遊園から新百合ケ丘問について

は︑輸送サービスの向上等に資

する効果的な施策であると認
識しているが︑同社単独による

整備は事業採算性が厳しいと
の回答を受けている﹂と答えま
した︒

国の交通政策審議会で

ー:'︑︑

f︑

武

シャルトークで対談する
︑荘保鈴木の3氏
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野博之さん、川崎区桜本の川崎ぶ

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

主催;日本共趨党ji倹市綴会繊奥岳

2016年n月⑳日の川崎市議会第4回定例△三般質問で︑井口
まみ市議は︑小田急線向ケ丘遊園駅1新百合ケ丘駅間の複々線

川崎市と小田急電鉄が

つくり﹄に関する包括連携協

トックの活用や住み替え促進な

街地整備が同時期に進められ︑

定﹂を締結しました︒協定文書

どを図る﹂など﹁今後のまちづ

﹁複々線化を行う路線﹂に

いる社会がここにある」と

20俺年桧月12日

﹁包括連携協定﹂を締結

によると﹁地域特性や地域資源

くりの方向性を確認した﹂と答

2016年4月忙出された国

の交通政策審議会の答申で谷
戸S新百合ケ丘間はおおむね
15年後までをめどに複々線
化を行う路線として位置づけ
られました︒井口市議はこの状
況を踏まえ﹁複々線化は市も小

田急電鉄も否定していないの
だから︑話は具体的だ﹂として︑

どぅいう手法で始めるのかと

リースペースたまりばの理事長西

'1
、

いう話し合いを︑市の側から直

見ないぶりをし、見逃して

井口まみ

ちにもちかけるべきだと求めま
した︒

鄭山"舳凱叫

理事長の荘保共子さんと、川崎7

市会議員

また︑この機会に小田急電鉄

●^'

る。必ずいる。でもそれを

日本共産党

に対し登戸駅に快速急行を停
車させるよう検討課題に加え

1、■太yゞ紗ゞ1

となった大阪西成区「こどもの里」

市議会報告
ることを要望しました︒

,气ごイ゛、 1 、や

とつよく思いました。

やん」の上映。第2部は、その舞台

<、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

安三汗U

三

を生かした暮らしやすい沿線
の実現に向けた取り組みを連

複々線化はまちづくりに
とって避けられない課題

るなら︑開かずの

踏切の解消や世田
谷町田線の拡幅が

大きな課題にな
る︒その解決には

小田急線の複々線
化は避けて通れな
い﹂と指摘し︑川崎

市と小田急電鉄
の︑複々線化に対
する考えをただし
ました︒

角

聞いていて、政治の責任は大きい

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
校に行けず、家庭の中にもいるこ
とができない・一居場所をなくして
いる子どもたちのために日夜奮闘

解決なしに、学校も家庭も

されている方たちの、りアルな、そ

西ス

も「学校にも家庭にも居場所がな

第陪剛よ映画「さとにきたらいい

荘保さんの話も胸を打つ
内容でした。大人の貧困の

野ぺ

つぎと紹介するすさまじい現実を

http://VVVVVV.iguchi・mami,jp

西野さんと鈴木さんはお二人と

Be、川崎区で「"子どもの居場所"
を考えるつどしyを開催。200人近
い方が集まりました。

ことはできません。荘保さんが次

20]7年2月

弁しました︒

f

携・協力して推進する﹂としてい

、、

FAX 245‑4140

居場所がない子どもたちを減らす

^

井口市議は︑﹁身近な駅を中

、・・1
愈
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1美.嘩ヒ叫,、、

心とするまちづくりを推進す
、徐シ、勺、ヤ'゛

ます︒井口市議は質問で﹁なぜ

畷︑1粥

IW、1、、ー、ごー、y

川崎市川崎区宮本町1
電話 200‑3360

して熱意あぶれるお話を聞くこと
ができました。

す
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連携協定が必要になった の か ︒
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川崎市会議員団

日本共産党川崎市議団は12月
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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

に運ぴ︑時間内に配

膳できるかが課題
です︒エレベーター

木)から配送されることになっ

部給食センター﹂(麻生区栗

校は︑今年秋に完成予定の﹁北

り︑そのほかの多摩区内の中学

中学校は︑調理員が

調理方式の中野島

みに小学校や︑自校

してきました︒ちな

ターは使わない﹂と

を使えぱ安全です
が︑教育委員会は
ずっと﹁エレベー

ているため︑現在は︑その準 備

区)の4校はすでに始まって お

を行っています︒井口まみ市議

は︑桧月部日の川崎市議会第
4回定例会の一般質問でその 準

徒が運ぶ必要はあ

くれるので︑児童生

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

備状況忙ついて質問しました︒

教室まで安全に
給食を運べるか

︑イ︑︑

+"を 0

゛パ,︑

ー＼ー
1熊§

1晦

います︒しか

ことになって

ら基本的に
は生徒が教
室まで運ぶ

が行いますが︑1階の配膳室 か

ると︑積み替えは2名の配膳 員

す︒センターから給食が運ぱ れ

室まで運べるのかということ で

讐されているのは︑{女全に教

井口市議は質問で﹁今でさ
え忙しい先生がたの負担をふ
やすべきではない︒安全でス

上げるとのことでした︒

ある学校では給食担当の先生
は4時間目の授業を巧分切り

下に配置することにしました︒

防止などのために教職員を廊

検討していました︒また事故の

学校もエレベーターの使用を

の中学校を視察しました︒どの

井口市議はこの問題で現場
から意見を聞こうと多摩区内

うことにしています︒しかし︑

か︑栄養士が直接食育をおこな

にこれだけのカロリーと栄養
をなぜ取るのか︑どぅとるの

れていますが︑‑しの献立を教材

食は平均し丕日820キロカ
ロリーになるよう献立が作ら

配置されています︒中学生の給

ました︒この学校には栄養士が

調理方式の中野島中を視察し

,タ§
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1

ゾミ*

甑

求めていくことにしています︒

求めましたが︑中野島中のよう

井口市議は︑恰月訟日︑自校

嵐 ると配膳室

ム{ズに配膳できるよう︑エレ

センター方式対象の栄養士は
,ミ

L

︑一︑'

に生徒がい っ

全市で数人のみです︒井口市議

i

︑罫

DVDより

給食を紹介する

▲中野島中の

し︑時閻にな

せいに殺到

ヘーターの利用を含め学校の
希望をよく聞き︑配膳員を増
J

︑

し︑3階や4

は一般質問でも栄養士の配置を

气︑︑

︽︑〆︑

タ^鄭ξ
論

した︒

やすなど要望に応えるべキL﹂と

大型フライヤーなどが並ぶ中野島中学校の給食室

階まで安全

1、゛1

ただし︑西義行・教育次長は
﹁ヒヤリングや現地確認を行

プ拶

な食育を川崎市内すべての中

りません︒

X

学校でできるよう︑ひきつづき

中学校給食の開始にあたり

S●"

栄養士の配置を
全校に
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﹁市民生活に関するアンケート2◎16﹂
全市で42◎◎通余の返信

地域でのバス路線の導入など交通問

で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ぅこざいました︒

日本共産党川崎市議団が昨年W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通の返偏ありました︒様々なこ要望

﹁暮らし向きが苦しくなった﹂

題です︒小田急忙は粘り強く働きか

けていきます︒バス路線の改善は︑市

3府10

意見要望の欄には切実な声がた

道路の改修バム園の整備や街路樹

の大型バスだけでなく︑狭い道にも

﹁サービス残業や長時間労働の問題

のせん定などの要望もあります︒道

くさん書かれていました︒﹁年金生活

が改善していない﹂などの声があふ

路の改修で具体的な場所の分かるも

入ってこられる方法での改善を求め

れていました︒﹁暮らし向きはどぅか

のは直ちに行政に伝えます︒生田地

の高齢者にとって年金減少︑社会保

わったか﹂という設問には︑飴%の方

域では﹁巨木のユリノキの落ち葉の

ていきます︒また︑生田浄水場を復活

が﹁一古しくなった﹂と回答していま

掃除がとてもたいへん﹂﹁根上がりし

険料増などは死活問題です﹂﹁保育

す︒福田市政に対して﹁(小児医療費

て歩道がガタガタ﹂という声が多く

させてほしいという要望も何通もい

助成について)所得制限の撤廃︑窓口

寄せられています︒一渠が落ちる前に

園に入れなけれぱ仕事をつづけるこ

負担導入の撤回をどぅしてしなかっ

せん定作業を行うよう求めるととも

ただきました︒これからの大きな課

たのか︒少子化と言ってもこのよう

に︑年数のたった樹木は植え替えるこ

とができず︑いまは無認可に入ってい

な状況では2,3人目を安心して出

とも必要だとこ指摘をいただいてい

題です︒

産できません︒子育てしやすい街忙

ますので︑あわせて求めていきます︒

る︒いつまで保活すれぱいいのか﹂

してください﹂という意見も寄せら

ります︒多摩区の方から﹁よく利用す

要望してすぐに実現したこともあ

寄せられた様々な要望意見は︑

る麻生区のアートセンターの入口の

れました︒

これからの議会活動にしっかりと反

階段に手すりがなく︑エレベーター

ころがあD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

☆場所が特定できず対応できないこ要望も

ちに設置することが決まりました︒

れ︑市民文化局と交渉したところ︑直

まで行くのに不便﹂との声が寄せら

映させていきます︒

昌^的^^はただちに一^^に

1実現したことも

地域での具体的要望もたくさん寄

せられています︒生田地域で最も多

かったのは︑小田急線の踏切解消と

世田谷町田線の拡幅や︑坂道の多い

