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東日本大震災の被災地等の支援に対応するた

詰め込みはやめて保育の維持・拡充を
党区議団が区長に要望

公共施設改修工事の前倒し

のに無責任な提案である」「パフォー
マンスでは 」「所得 の多い 人には
負担しても らうべき 所得制 限を」
等々の意見 で反対し 不採択 になり
厚生労 働省は 、保育園 の待機 児
国の責任を自治体任せにする面 ました。
が１００ 人以上 の自治体 に、来 年 積基準の緩和は、児童福祉法 条
大型開発 に多額の 税金投 入する
度から独 自に認 可保育所 の面積 基 の区市町村の 保育実施 責任を 大幅 のではなく 、区民に とって 必要な
準を設定できる方針を出しました。 に後退させ、子どもたちの生命と 施策は実現する姿勢にたつならば、
待機児３ ９６人 （今年度 ）の大 田 心身の成長に 直接影響 を及ぼ しま 財源は十分 確保でき ます。 高齢者
区も対象になっています。
す。
の命と健康 を守るた めにも 、冷え
９月１ 日、党 区議団は 、松原 区
今の国の最 低基準は 、１９ ４７ 込んだ消費 の向上で 景気回 復のた
長に、「 認可保 育園の面 積基準 緩 年につくられ 、国際的 にはと ても め に も 歳 以 上 の 医 療 費 入
( 院・
和を行わ ず、保 育水準の 維持・ 拡 低い水準です 。必要な のはつ めこ 外 来 無
) 料化の実現のために引き
充を求める要望」を提出しました。 みではなく国基準の引き上げです。 続き運動を広めていきましょう。
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高齢者医療費無料化
党区議団が条例提案

補正予算で実現します
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党区議団は、９月 日から 開か
れている区議 会第３回 定例会 で、
区内高齢者か ら強い要 望のあ った
「 歳以上の医療費無料」を 条例
提案しました。
歳を境目に差別の医療制 度と
も言える後期 高齢者医 療制度 に強
制的に加入さ れ、介護 保険の 負担
とあわせ高齢者の悲鳴の声が上がっ
ています。
日の保健福祉委員会では 、党
区議団以外の 委員は「 財源が ない

めの予算
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ことや 、軍事費 ・政党助成 金無駄
遣 い を行 わ な け れ ば 十 分 あ る こ と 。
そのためにも、民主党が出来なかっ
た大企 業優先・ アメリカ言 いなり
の政治 を変える ことが必要 」と訴
えました。

小林自治体防災 訓練
安全安心なまちへ

午後１時～３時
場所 大竹辰治事務所（西蒲田大城通り）
事前にお電話ください℡（3735)２６１１

９ 月 日 、地 元小林 自治会の 防 演が行われました。
災訓練が行われました。
大竹 区議は、 市民消火隊 の実演
今回 は発災対 応型訓練で 、特定 で、ホ ースから 水を出す１ 番員で
の訓練 場を設定 しない訓練 で、従 参加し 、訓練後 のあいさつ で、大
来の防災訓練 会
( 場型訓練 で
) は、 田区の 防災計画 の抜本的見 直しが
地震発 生のサイ レンととも に、み 行われ ているこ とを紹介し 、安心
んな で そろっ て 避難場 所へ 集合 し、 安全な まちに 奮 闘する 決意 を述 べ
消防 署 員など の 指導を 受け て初 期 ました。

１０月１２日

駅まで 「原発は いらない子 どもた
ちを守 れ」とシ ュプレヒコ ールし
ながらパレードしました。
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消費 税増税許さ ない
世論と運動を
９月 日、池上本門寺で、消費
税をな く会の宣 伝・署名行 動が行
われました。
民主 党野田政 権が発足し 、「税
と社会 保障の一 体改革」を 掲げ、
東日本 大震災の 復興や社会 保障の
財源に 、消費税 増税案を来 年３月
に提案しようとしています。
大竹 区議は、 「復興財源 は消費
税増税 をしなく ても、大企 業・お
金持ち への行過 ぎた減税を 見直す

顧問弁護士による法律相談です。
お気軽にご利用ください(毎月第２水曜日)
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消火訓 練や救護 訓練などを 行うも
のでした。
しか し、災害 はいつどこ で起き
るか分 かりませ んから、発 災対応
型防災 訓練では 、普段の生 活の場
である 道路や空 き地等が会 場にな
ります。
訓練 は、１部 ２部の町会 員は小
林公園 にまず集 まり、ＡＥ Ｄの心
肺蘇生 訓練と消 火器による 消火訓
練を行 った後、 矢口東小学 校で起
震車と 煙体験を 行い、小学 校校庭
でミニ ポンプ隊 と市民消火 隊の実

法律相談

さよなら原発集会
明治公園に６人万

作家 の大江健 三郎さんら 著名人
９氏が 呼びかけ た「さよな ら原発
集会」が 日、明治公園で開催さ
れ、６万人が参加しました。
会場 の明治公 園内だけで なく周
辺の道 路や隣の 公園にも人 があふ
れ、子 供連れの 若い母親か ら高齢
者まで 参加し、 身動きでき ないほ
どでし た。開会 の午後１時 半の１
時間以 上も前か ら、最寄の 千駄ヶ
谷駅か ら会場へ は長い列が 出来ま
した。
大竹 区議も参 加し、集会 後新宿
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