
トマ孝二

身近で
あたたか

な
区政に

日本共産党渋谷区議会議員

634億円のためこみは
区民生活・福祉に使おう
●子ども医療費の無料化を高校生まで拡大
●75歳以上の医療費の無料化
●国民健康保険料の引き下げ
●安心できる介護と、特養ホームの増設
●認可保育園の増設で待機児の解消

2015年3・4月号 ●発行：しんしぶや社／渋谷区本町5-7-15
●日本共産党渋谷地区委員会はトマ孝二議員の政策と実績を発表しました。
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　私は1987年（昭和62年）の初当選いらい、「住

民の声が活きる、身近であたたかい区政」を掲げ、

とくにお年寄りや障がい者、子どもたちが安心して

生活できる、あるいは不運にもホームレスになった

人も救われる、「あたたかい」渋谷区にすることを

めざしてたたかってきました。

　私の提案が実って20年前に笹塚２丁目につくら

れた借上げ高齢者住宅。そこに入居したみなさん。

運動が実って無事保育園に入れたお子さんとお母

さん。私への生活相談からアパートに入居、ホーム

レスを脱した人。こういう人達の笑顔に、私が進め

てきた「あたたかい区政」への確かな手応えを感じ

ています。

　ところが、この12年間に桑原区長が、与党、自

民党・公明党と一体になって進めてきた区政は、と

りわけ区民に冷たいものでした。不要不急の
ハコもの23施設に404億円、伊
豆・河津町の「保養所」に５億円も
の税金をつぎ込む一方で、子ども
の芋掘り遠足やプール開放の予
算まで削減。この冷たい区政のあり方に、改

めて怒りが湧いてきます。

　桑原区長は突如、区長選不出馬を表明しました

が、区庁舎建て替え問題や、河津町保養所問題な

ど、ムダなハコものにばかり税金をつぎ込む施策

は、まだ残っています。今こそ渋谷区政を
「住民の声が活きる、身近であた
たかい区政」に大きく切り替えるため、私は
これまでにも増して力を尽くす決意です。

　　1950年（昭和25年）５月31日、北海

道・白糠（しらぬか）町の炭鉱住宅で

産まれる。３歳のとき一家６人で小樽に移住。８歳の

とき父母が離婚。兄とともに父のもとに。妹と弟は

母に引きとられる。父はのち再婚したが、トマ少年

は新しい母になかなかなじめなかった。貧しい家

計を助けるため、小学３年生のときから新聞配達。

「家庭」から「社会」へ、感じてきた「冷たさ」の

根源を見る目を深めていく。中卒後、印刷会社で

働きながら定時制高校へ。民主青年同盟に出会い

「あたたかい社会・政治」をつくる理念に共鳴、加

盟する。ベトナム反戦、沖縄返還、70年安保、公害

問題…激動の時代であった。

　　1969年10月10日、「あたたかい政

治」をつくる働き手になろうと、日本

共産党に入党。すぐ暮れの総選挙で、共産党は４議

席から14議席に躍進。翌年３月「小林多喜二のよ

うな作家」を志して上京。光陽印刷（現・光陽メディ

ア）で働きながら、民青同盟や沖縄返還同盟の活

動に打ち込む。1975年「もっと共産党で働きたい」

と赤旗記者に。日曜版編集部、四国駐在、暮らし家

庭部などに所属。とくに３年５ヶ月の四国駐在時代

は４県を駈けめぐって取材。高知・窪川町の原発誘

致反対運動を励ます記事で、建設阻止に貢献する。

　　赤旗記者を天職と思っていたが、福

井典子区議の都議選出馬にともなっ

て、区議に立つよう請われる。悩んだ末「あたたか

い政治」をつくるために決意。福井都議誕生に力を

発揮した上で、1987年（昭和62年）４月、36歳で初

当選を果たした。いらい７期（28年）連続当選。特

別養護老人ホームの設置、高齢者住宅の建設、保

育園の増設、笹塚駅・幡ヶ谷駅のエレベーター設置

など、一貫して、安心して住み続けられる「あたた

かい街」づくりに邁進している。

トマ孝二●プロフィール
●1950年5月　北海道・白糠町産まれ　64歳
●小樽潮陵高校(定時制)卒
●元「しんぶん赤旗」記者
●区議７期
●区議会都市環境委員、交通・公有地問題特別委員会委員長
●渋谷生活と健康を守る会副会長
●日本民主主義文学会渋谷支部長
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〜トマ孝二物語〜

「あたたかい政治」をめざして

家計を助ける

新聞少年

変革に燃える

青年記者

頼りになる

区議会議員
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区庁舎建替え、区民の声に聞く耳持たず
三井不動産の儲けだけは保証
３年しか使わない仮庁舎に46億円

三井不動産の立て替え計画は
白紙撤回。
区庁舎問題は区民みんなの
意見を寄せ合って

住民、業者に優しい
渋谷駅前に

河津町「保養所」に5億円 運営費用年間1億3千万円、
無駄遣いの河津町「保養所」は廃止。
身近な施策の充実を

●プール開放廃止
●芋掘り・バスハイク中止
●高齢者の公園清掃の仕事削減

●教育予算の充実（プール開放、芋掘りなどの復活）
●高校生までの医療費負担ゼロ
●環境整備・防災予算の拡充（木造住宅の耐震補強工事助成拡大）

東急など大企業のための
渋谷駅「再開発」を推進

高すぎる国保料、
高齢者に重い医療費負担

高すぎる国保料の引き下げ待機児童増加 認可保育園を
大増設して
待機児解消

説明会で出された意見には
その場で反論・否定、聞く耳持たず。

現庁舎の耐震補強なら20～30億円。

就学援助の拡大。
難病患者福祉手当の復活。
生活保護世帯の入浴券拡大。

高層ビルばかり林立の再開発、
税金投入は中止を。
渋谷駅前をどうするかは、
地元住民、業者の声をもとに。

危険で使えない東館、大浴場。
風呂は町営温泉にもらい風呂、
朝湯はできず、夜は10時で閉め出され、
改修・建替えにさらにつぎ込み、計5億円。
利用料+往復交通費で約2万円、
駅からも遠く不便。

北側通路に20億円、
南側自由通路整備に数十億円、
東急の肩代わり。
住民、中小業者・商店の追い出し。

国民健康保険会計は黒字なのに、
値上げして５億円の繰越金。
保険料がひと月分の給与にも相当。

住民税非課税高齢者の医療費無料化。
特養ホーム増設。

昨年認可保育園に入れなかった子どもが
235人から341人に。
どこにも入れなかった子どもは
73人から120人に。

634億円
の

ため込み活
かして634億円の

ため込み活かして

あたたかい区政へ
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前代未聞
議員の「討論時間」を極端に制限

公費で海外旅行。
暴言をはいて、謝罪・撤回なし

副議長（公明党）、
議員にあるまじき暴言

民主主義破
壊の自民・

公明区長のいいなり
　自民党・前田和茂議長が提案し、自・公・無所属クなどの賛成で、区議会議員の

「討論時間」を一人年間20分に制限。「予算案」「条例案」「住民の請願」に対す

る討論・意見表明時間の大幅カットを可決。特に「住民の請願」については、この

４年間で、共産32回に対し、自民５回、民主４回、公明０回。「区民の声」を代弁す

る共産党区議の声を封殺することに。東京新聞、ＴＢＳテレビなどでも「ありえな

い」などと報道。

　「新区庁舎の設計に資する」として、区議４名（自民・無所属渋谷など）が公費

でヨーロッパ旅行。その報告会で佐々木弘明議員が、ドイツ連邦議会議事堂を

視察できなかったことを「ゲルマン民族の頑固さ」と述べ、また「ナチスのガス室

のよう」などとも発言。批判を受けても謝罪・撤回せず。共産党が出した、暴言撤

回と謝罪を求める決議は、自・公・無所属ク・無所属渋谷が否決。逆に決議を出

した、共産党・五十嵐議員（幹事長）に対し「厳重注意」決議を強行。

　佐々木議員の暴言問題の扱いを議論していた議会運営委員会の休憩中に、

副議長の公明党・沢島英隆議員がトマ議員に対し、「黙れ、ぶっ殺すぞ」と暴言。

謝罪と撤回要求に対し、沢島議員は当初「言った覚えはない」などとごまかそう

としましたが、ごまかしきれなくなって謝罪・撤回。

討論時間制限

区　民 日本共産党区議団

住民の声を活かすのが民主主義
日本共産党区議団は、不公正な議会運営をただし、住民要求実現のために
力を尽くしています。

公費海外視察旅行の廃止／不要不急の事業中止／介護保険料軽減
住宅の耐震化促進／街路灯電気代全額補助　など

渋谷区高齢者の医療費の助成に関する条例など

「区政と暮らしアンケート」に毎年とりくみ、
予算要望書・予算修正案を提出（85事業：今年度で17回目）

区民のための条例案を提出（今年度11件）

住民の請願署名の紹介議員に（年間20件・全体の約9割）

自民・公明 など

ガス室発言

ぶっ殺す発言



区議7期 実績のトマさん

●暗きょの舗装

●電車の騒音防止のため尽力

笹塚駅 幡ヶ谷駅

甲　州　街　道

中
　
野
　
通
　
り

笹塚一丁目

笹塚二丁目

笹塚三丁目

幡ヶ谷一丁目

幡ヶ谷二丁目

水　道　道　路

幡ヶ谷三丁目

京　王　線

●子ども医療費中学生までの無料化実現
●図書館の開館時間の延長、貸し出し制限撤廃
●青年の要求「区ニュース」スタンドを笹塚駅・幡ヶ谷駅に実現
●商店街街路灯の補助金アップ実現
●区立保育園の保育時間延長。　産休明け保育実現
●保育料の大幅引き下げ実現
●西原と代々木に区立特別養護老人ホーム設置
●23区初の公契約条例の実現
●住宅リフォーム助成制度実現

●認知症のグループ
　ホーム実現

●ワンルームマンション
　低層部をファミリー用に

●玉川上水の保全の
　ための改修実現

●下水道の整備

●笹塚児童遊園地の
　トイレ改善

●十号通りのカラー舗装
　すべらないタイルへ

むつみ工房

●街路灯の設置

●障害者施設むつみ工房の
　補助金アップ実現
　移転のため尽力

●住友笹塚ビル
　建設問題の解決

●高架下ひろばを
　集会室に

●笹塚小裏に公園の新設

●はたがや協立
　診療所の実現

●都営住宅の敷地内通路を区道に
　都営住宅の建て替え問題では住民と奮闘

●中村屋高層ビル
　住民の立場で奮闘

●ビル・マンションの
　紛争解決

●笹塚駅駐輪場の有料化に
　反対し、二層化を実現

●水害防止・
　下水道改修を
　実現

●高齢者借り上げ
　アパート

●幡ヶ谷区民会館に
　エレベーター設置

●中野通り延長に伴う
　被害の縮減に奮闘

●中野通り
　街路樹の剪定

●幡ヶ谷はつらつ
　センターの設置

●笹塚区民会館に
　エレベーター設置

●信号機の改善
●道路整備

●水害防止・
　下水道改修

●幡ヶ谷、本町の水害
　対策工事の実現

●甲州街道と中野通り交差点に
　駐輪場と保管場所実現

●渋谷で最初のワンルーム
　マンション阻止

●ゲートボールの
　できる公園に

●京王重機ビルの建て替え
　問題では近隣住民の環境
　を守るために奮闘

●ワンルーム
　マンション
　阻止へ

●電波障害の解決

●区立高齢者単身住宅の建設

●6号通り公園の街路整備

●公園設置実現
●駅前道路の舗装

●甲州街道緑地帯の
　整備

●青年の要求 「区ニュース」
　スタンドを幡ヶ谷駅に

●高齢者の
　住宅改造

図書館

●私道舗装

●マンション
　紛争の解決

笹塚小

笹塚中

富士見ケ丘中・高校

新宿→

中幡小

●カーブミラーの
　設置

●幡ヶ谷社会教育館に
　障害者用手摺り設置

●中幡小体育館の
　温水プール実現へ

●駅前道路の舗装

●青年の要求「区ニュース」
　スタンドを笹塚駅に

●駅にエレベーター設置●高齢者借り上げ
　アパート

●私道舗装

●私道舗装

●私道舗装

●マンション
　紛争の解決

●マンション
　紛争の解決 ●カーブミラーの

　設置

●街路灯の設置

●カーブミラーの
　設置

●街路灯の設置

●マンション
　紛争の解決

●駅にエレベーター設置

玉川上水の保全のための改修
玉川上水は護岸が悪く、崩れてき
ていたので、東京都水道局と交渉
して、補修工事を実施させました。

生活相談1万4千件!
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安心して子育てのできる区政を
めざして

迫ってきた区議・区長選（４月19日告示、26日投票）。
区政、国政の問題が問われます。
トマ孝二議員が、４人の子どものお母さんである
近由佳里(こん・ゆかり)さんと、
子どもたちをめぐる問題を中心に話し合いました。

４人の子育てで日々忙しいなか、時間を

取っていただいてありがとうございます。

小学２年と１年、そして５歳の男の子に、２歳

の娘を育てていて、毎日たいへんですが、

私のように４人、５人を育てている人が意外にいて

励まされ、私も頑張っています。

近さんは、群馬県の桐生市で生まれ育った

と聞きました。渋谷区とずい分違っている

のでしょうね。

桐生の街は自然がいっぱいあって、保育園

や小学生のときは川遊びもできました。そ

れとくらべると笹塚は都会で子どもたちが自由に

遊べるところがなくて、かわいそうな気がします。

とくに、上３人が男の子なので活発で、じっとして

いないので、サッカーや野球で遊べる原っぱのよう

なところがあればいいな、と思っています。

から、成長の場であるプール開放事業はしっかり続

けていかなければなりません。それをなくしていく

なんて。まして、渋谷区は634億円のため込み金が

あるんです。子どもたちの予算を削ることは許さ

れません。ぜひ、プール開放事業を元に戻しましょ

う。

渋谷区は保育料が安く、そのことでうちは

助かっています。けれど、保育現場は職員

体制が十分でなかったり、設備が整っていない、と

感じることがあります。保育士さんが苦労している

気がします。

渋谷区は私たちの提案をうけて、保育料を

安くしましたが、一方では、区立保育園をつ

ぶして民間委託にし、安上がりの保育を推進して

きました。今年の４月から「子ども・子育て支援法」

にもとづく保育制度になります。渋谷区はこれを先

取りした保育をすすめてきましたので、私たち共産

党区議団は、よい保育を守るため、大いに頑張って

いきたいと思っています。

保育園に入れない子も多くいます。その

点でもトマさんに頑張っていただきたいで

す。

待機児問題も相変わらず深刻です。それを

解消していくことは最重要の緊急課題だ

と考えて、いろいろ提案しています。

話は変わりますが、うちは食べ盛りの子が

４人もいるので、消費税が８％になって、本

当に大変です。８％でこんなに苦しむなんて思って

笹塚小学校の裏にある公園は、ワンルーム

マンション建設の計画があったけれど、周

りの住民の方たちが反対運動に立ち上がり、それ

がきっかけでできた公園なんですよ。小さな公園

だけど、それでも小学生たちが集まって遊んでい

るのを見るとうれしいですね。

大きい公園が近くにほしいんですが、遊具

がなくても自由に遊べる小さい公園もたく

さんほしいですね。

防災面でも公園は大きな役割を果たすの

で、安全上も、子どもたちのためにも、作っ

ていくように頑張りましょう。

ええ、私なりにできることはやりたいと思い

ます。

もう一つ、子どもたちのために、トマさんに

お願いしたいことがあります。今度、夏休

み期間、学校のプール開放の予算が減らされ、廃止

されました。子どもたちが、楽しみにしていたプー

ル遊びができなくなってしまいました。子どもたち

は日々成長しています。プールもその大切な成長

の場です。それを予算がないからと言って奪うのは

おかしいです。

渋谷区は、子どもたちを健やかに育てるた

めの環境を整えていく責任があります。だ

もみませんでした。こんなに生活がきびしくなった

のに、10％になったらどうなるのか、とても心配で

す。10％なんて絶対にやめてほしいです。

私たちは、８％にすれば庶民生活を壊し、

日本経済をダメにする、と反対してきま

した。現状は、まさに私たちの指摘した通りの、                               

ひどい状況になっています。それなのに、２年後に

は10％にするなんて認められるものではありま

せん。なんとしてもストップさせたいと思っていま

す。

安倍首相がやろうとしていることでもう

一つ、こわいと思うのは、集団的自衛権行

使のことです。このまま進んでいったら、徴兵制に

なって、うちの子たちも戦場に行かされるんじゃな

いか、と思うと、ぞっとします。

安倍自公政権は、一斉地方選挙が終わった

ら、自衛隊がアメリカと肩を並べて戦場に

いけるようにするため、自衛隊法の改定案などの

法案を国会に出そうとしています。この動きを止

めるために今度の選挙はどうしても勝たなければ

なりません。反戦・平和を92年間いのちがけでつ

らぬいてきた日本共産党の躍進で、戦争への道を

阻止していきましょう。

子どもたちの平和な未来のために、ぜひ頑

張ってください。

子どもたちが自由に遊べる公園が
たくさんほしい

子どもたちを健やかに育てるために
環境を整えていきましょう

よい保育を守るために
頑張っていきたい

子どもたちの
平和な未来のために

トマ 孝二

近 由佳里

対談
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認可保育園増設

年収400万円以下の
保育料無料を引き続き

中小業者に仕事を

ブラック企業根絶

区民の声を聞き、
反映させる区政に

力をあわせてさらに進めます
共産党区議団６人の力で実現

みなさんの運動と連携して認可保育園増設

「公契約条例」の制定・適用拡大、
住宅リフォーム助成

区民アンケートを実施し、
予算修正案に反映

さらに進めます

実現しました

さらに進めます

さらに進めます

実現しました

さらに進めます

さらに進めます

実現しました

区民の
みなさんと
ともに

代々木・初台・広尾保育園の
耐震補強改修実現

木造住宅の
耐震補強工事
助成を拡大

さらに進めます

実現しました

幡ヶ谷１丁目に単身高齢者住宅建設

特養ホーム増設

ホームヘルパーを増やし
安心して介護できる体制を

高齢者医療費の無料化さらに進めます

さらに進めます

さらに進めます

実現しました

東日本大震災被災者支援を今も継続
東日本大震災の被災者救援・復興支援で、石巻市へ2回。
福島へも。そして毎月11日に募金活動。これまで62回の
活動で合計722,887円を集めています。

力をあわせて実現



3 
 「海外で戦争する
国づくり」は許さない

憲法９条の精神に立った
外交戦略でアジアと世界の平和を

5  
米軍の新基地建設ゴリ押しを中止、

基地のない平和で豊かな沖縄を

14 15

　トマさんとは議員になる前から知りあっ

ており、つきあいは30年になります。トマさ

んは私たち建設業者の仕事を増やすため

に頑張ってくれています。渋谷区でようやく

４年前に住宅リフォーム助成制度が実現し

ましたが、この実現のために、トマさんは、

10年以上前からこのことを提案してくれて

いました。また、公契約条例も実施されまし

たが、この点でも、トマさんたちが奮闘して

できたものです。今後も地元業者のために

頑張ってほしいと思っています。

　まあるい体に穏やかな笑顔。時々北海道なまりが

混じるおっとりとした話し方のトマさん。一度話を

すると、誰でも素朴で誠実な人柄にひきつけられ

ます。昨年、笹塚駅の南側にある玉川上水がトマさ

んの尽力で、改修・整備されたと聞き、嬉しくて、何

度も見に行きました。思わず、通りがかった人にも

トマさんの話をしました。保育室のことでも大変力

を貸していただきました。

　トマさんは、この街になくてはならない人です。

　はたがや協立診療所も地域の皆さんのおか

げで15年目を迎えました。生みの親がトマさ

んです。現在も理事として活動していただい

ています。トマさんのすごいところは、患者さ

んの住まいも生活も丸ごと支援してしまうこ

とです。それも「すぐ」にやってしまいます。地

域の医療・介護・住まい・生活を理屈でなく実践

で守っているトマさんは、この地域の議員とし

て絶対に必要な人です。

　トマさんのことは、笹塚中学校の「おや

じの会」で知っていました。16年前にトマ

さんがうちのマンションに移って来て、理

事になってから一層親しくなりました。トマ

さんはマンションに関する行政上のことで

私が相談すると、すぐに調べてていねいに

教えてくれます。こういう姿勢で常に活動

していることに信頼を感じます。こうしたト

マさんは、区民にとってもかけがえのない

人だと思います。
認証保育所園長

柏田まるみ

内装業

斉藤真生

アルム幡ヶ谷マンション管理組合理事長

礒辺寿夫

地元業者を守るために奮闘

素朴で誠実なトマさん

理屈でなく実践できる人

かけがえのない信頼できる人

やっぱりトマさん
渋谷の宝、トマ孝二さんを推薦します

ご一緒に

変化は始まっています

5つの転換を
日本共産党が伸びれば政治が変わる

2013年参院選、8→11議席　ブラック企業規制法案提出、厚労省を動かして規制強化へ
2014年衆院選、8→21議席　政党助成金廃止法案提出

安倍政権の

暴走ストッ
プ！

の声を

渋谷からも

1 
消費税10％は

「先送り」実施ではなく、
きっぱり中止を

2 
格差拡大・庶民生活破壊の

「アベノミクス」ストップ
暮らし第一の経済政策に転換を

4 
 原発再稼働を許さず

「原発ゼロ」の日本に
切りかえを

はたがや協立診療所所長

園田久子
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