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わたしの重点政策
600億円のためこみは区民生活のために使え
　●高齢者医療費の無料化
　●住宅リフォーム助成制度の創設
　●安心できる介護と、特養ホームの増設を
　●認可保育園の増設で待機児解消

2011年1・2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。



　みなさんの大きなご支援で区議会議員と

なって、早くも6期24年が経ちました。

　私は初当選いらい、みなさんにお約束した、

住民が主人公のあたたかく身近な区政にす

る、とくにお年寄りや障害者、子どもたちが安心

して暮らせる渋谷区をつくる─を信念にたた

かってきました。

　オール与党の渋谷区政は、福祉を後退させる

一方で、とりわけ桑原区政になっていらい、渋谷

駅周辺再開発をはじめ、23施設の建設に、404

億円の税金をつぎ込み、さらに新たに７か所の

土地を買い、莫大な税金投入に道を開いてき

ました。

　私は、笹塚・幡ヶ谷の区民のみなさんととも

に、こうした桑原区政とたたかって、特別養護

老人ホームの建設、笹塚・幡ヶ谷に高齢者ア

パートを設置、子どもの医療費を中学3年生

まで無料化、などを実現してきました。

　この力をさらに発揮して、75歳以上の高齢者

の医療費の無料化、入園を望むすべての子ど

もが保育園に入れるようにするなどを実現し、

「住民が主人公のあたたかく身近な区政」へ

一歩ずつ進んでいけるよう全力を尽くす決意

です。

トマ●プロフィール

北海道小樽市出身。小樽潮陵高校(定時制)卒。

元しんぶん赤旗記者。

区議6期。区議会総務委員、交通問題特別委員。

渋谷区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。

1950年5月生まれ（60歳）ふたご座

飯島良臣さん（十号坂商店街・ダイヤモンド洋菓子店）

園田久子さん（はたがや協立診療所所長・医師）

　私の住む十号坂商店街にトマ孝二事務所があります。ここに事務所を

構えて十数年、すっかり商店街に溶け込んでいます。事務所には看板、のぼ

り旗、さらにさまざまなポスターが競い合って貼られています。通路には

時折、何台もの自転車が置かれ、トマ君の人気を物語っています。

　トマ君とは35年の友達付き合いです。誠実な人柄と、思いたったらわ

き目も振らぬ性格は今も変わりません。地域の困った人に快く手を差し

伸べ、親身に誠意を持って対応している姿には頭が下がります。一人で

も多くの人に幸せになって貰いたいという議員としての心が伝わって来

ます。トマ議員には住みやすい社会、渋谷区を目指してこれからも頑張っ

ていただきたい。私も心から応援いたします。

亀井伸一朗さん（笹幡鍼灸接骨院院長・笹塚一丁目在住）

　今から25年前、バブル時代の少し前、私が笹塚の木賃アパートから大

学に通っていた頃、突然怖い立ち退き要求の脅しに遭った。住人十人が震

え、怖がっているところに区議選予定候補者だったトマさんが現れた。住人

の一人がお願いしたのだ。トマさんは悪徳地上げ屋(後に映画『マルサの

女』のモデルとなる)と対等に渡り合い、要求の120%を勝ち取ることがで

きた。私は、現在は笹塚一丁目に住み、幡ヶ谷二丁目に鍼灸接骨院を開

業している。トマさんには多くの患者さんをご紹介頂いた。この地区での健

康、安全はトマさんあればこそだ。地域を挙げて区議会にトマさんを送り出

したい。

　はたがや協立診療所は2000年12月1日に誕生しました。丸10年になり

ます。トマさんにはその数年前から診療所誕生の為に身を粉にして頑張っ

ていただきました。10年間の診療を通じてこの地域で活動しているトマさ

んの医療への思いが本当に切実だったことを肌で感じています。「小樽の

街と渋谷の街で」(トマ孝二著)でみられるように、最も苦しんでいる人たち

を我が事のように心を痛め、何とかできないかと誠実に実行に移すトマさ

ん。その人柄は思想信条を超え多くの方から慕われています。10年前より

更に生きにくくなってきた最近です。トマさんには渋谷区の区議会議員とし

てもっともっと活躍してほしいと思います。私も心から応援しています。
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渋谷の宝、トマさんを推薦します◆
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桑原区長の区政の  私物化、ムダづかい

 本町区民会館
　奥が本町区民会館、手前の空き地が会館の建て
替え予定地。付近の住民も、区の計画について、
何も説明を受けていない。

不足しているのに保育園を廃止

6億34
00万円

1億6千
万円

 買ってから考える
 土地取得

   　　区長自宅前の「公園予定地」
　奥に見えるマンションが区長の自宅。手前の空き地が「公
園整備予定地」。さらに手前に少し見える白い壁の土地も
買収しようという動きも。

　保育園の待機児は2010年7月現在で118人。保育園
の増設を求める声を逆用して、保育基準の切り下げを
はかるばかり。保育基
準を満たす「認可保育
園」に安心して預けた
いという、子育て世帯
の強い願いを無視。

              区長追随の各会派　

 ムダなイベント、
 便宜供与
　国際都市交流事業と称して、区議を
区長といっしょに豪華海外視察旅行を
させる、4年前にも「子どものおやつを
取り上げて、大人が飲み食い」と言わ
れた「花菖蒲を観る交流会」への税
金のつぎ込み…など、ムダなイベント
は相変わらず。特定の法人や任意団体
に、小学校や勤労福祉会館、区役所神
南分庁舎などの一部を無償貸与する
など、私物化の便宜供与が横行してい
ます。

民主も
追認 　日本共産党以外のすべての会派は

区長追随で、ムダづかいもそのまま賛成

し、チェック機能を果たしていません。

　何億というムダづかいを進める一方で、細か

いところまで、ケチケチ削減する区政。たとえば

介護ヘルパー養成講座への補助を削減
介護ベッドのための補助金を削減
中学校の卒業式に、
卒業生が胸につけるコサージュ代を削減
小学校の牛乳給食代補助を削減
小学校、中学校、そして保育園の給食を
民間委託　
などがあげられます。　

　「施設建設は福祉」という現区長。区の予算

の約8分の1を施設建設につぎ込んでいます。

なかでも問題なのが、土地取得。周囲の住人に

もはからず、長期的な展望も、全区的なバラン

スもなく、思いつきのように買っています。

　「本町区民会館、拡張建て直しのため」と称

して1億6千万円かけて買った土地（写真左）。

「耐震補強・エレベーター設置の改築を行った

ばかりで、なぜ壊して新築?」

「あの土地、区が買ったんで

すか?」という住民の声も。

　とりあえず6億3千4百万円

出して買った、区長自宅マン

ション前の土地（写真右）。防災公園、スポーツ

公園などと説明は二転三転。「あんなところに

公園作って、誰が使うんですか?」という声も。

　そのほか、西原の「幼保一元化施設用地（9

億6千万円）」も一方的に決定。こうして湯水の

ように使った土地取得費は49億円に。当初404

億円と称していた施設建設総予算は、またたく

まに1.2倍に。今後どれだけふくれあがるか

わかりません。

とくに、保育園の給食は冷たい弁当で、

大問題になっています。子どもとお年

寄りのための予

算を削って、好

き勝手なムダづ

かいに税金をつ

ぎ込んでいるの

が、現区政です。

　民主党もこの3年間、区長提案の予

算、決算に賛成しています。4年前は予算

には反対しましたが、その決算を承認と

いう態度にかえました。

区民の願いに背を
向ける冷たい区政
区民生活のための支出は、

ケチケチ削減 
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高齢者の医療費を無料に
　現在お年寄りの医療費窓口負担は、年間7万円から8万円と

言われています。そのための予算は、2009年並みで、75歳以上

のすべてのお年寄りの医療費を無料化するのに、3億5千万円、

特に困っている住民税非課税世帯に限れば、1億5千万円ほどで

す。区がやる気になれば、すぐにできる金額です。

　また、600人を越える待機者に、特養ホームに入っていただく

ため、特養ホームを整備します。

認可保育園の増設を
　園庭や調理室もない「認可外保育施設」ではなく、保育

基準を満たし、安心して預けられる認可保育園を増やす

ことこそ、すべての子育て世帯の願いにこたえる道です。

認可保育園の増設で、待機児すべてを保育園に。

　東京23区長会の決定により、国保料を

大幅に値上げしていくレールが、すでに敷

かれています。このままでは、特に低所得

者に対して、連続的で大きな負担増が強

行されることになり

ます。区が補助する

ことにより、負担増

を抑えさせます。

みんなですすめる街づくり
　現在、笹塚駅南側の再開発が計画されています。日本共産党

は、地域住民の声を十分に聞き、みんなですすめる街づくりを

提案しています。

地元業者を応援
街路灯の全額補助、住宅リフォーム制度の実現

　地域の防犯にも役立つ商店街の街路灯。現在の半額補助から全額

補助へ。年間2千120万円あれば実現できます。

　地元業者による、住宅のリフォームに補助金を出す「住宅リフォーム

助成」。区民に喜ばれ、業者の仕事も確保、経済効果は20倍以上という

試算も。年間1千万円で、制度をスタートさせることができます。

家賃補助の拡充を
　2010年6月に、区民の運動と共産党区議

団の活動などを受けて復活した家賃補助

制度。100世帯の募集に対し、452世帯の応

募がありました。特に若者や子育て世代へ

の家賃補助を拡充し、資格のある人は全員

受けられる補助制度に拡大します。

就学援助の拡充を
　格差と貧困は、子どもにより大きな被害を

与えます。就学援助の枠を生活保護の1.5倍

に拡大します。

区民の暮らし第1にー日本共産党区議団の値打ちー
　日本共産党区議団は、住民無視の桑原区政と正面から対決し、子ども医療費の中学3年生までの

無料化、保育料の引き下げなどを実現。三人目の保育料は徴収しない、などの結果、渋谷区は23区で

一番低い保育料になっています。日本共産党の6人の区議団がどうしても必要なのです。

区民の　くらしを第一に
財源はあります
600億円の
ため込みを活かして

このま
までは　　　国保料が
大幅値上げ
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区議６期 実績のトマさん

お世話になりました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               橘 輝子 86歳 笹塚一丁目在住

　トマ議員とは、議員になる前からのおつきあいで、もう26年になります。

　私は86歳で、頼りにしていた夫を亡くしたので、区役所へ出す書類などはトマ議員に見てもらっ

てから出すようにしています。私は生活上はなんとか暮らしていますが、トマ議員は、たいへんな人

を見ると、すぐに飛んでいって、いろいろお世話しています。朝から夜遅くまで実によく働いていて、

少しは休んだら、と言っても馬耳東風でニコニコ顔で聞き流してしまいます。皆さんの苦労を減らす

のが生きがいなのでしょう。そんなトマ議員に引き続きがんばってもらいたいです。

●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
●西原と代々木に特別養護老人ホーム実現

●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
　ために尽力

●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

●ワンルームマン
　ション建設紛争解決

●ワンルーム
　マンション
　阻止へ

●電波障害の解決

●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

●幡ヶ谷社会教育会館に
　障害者用手摺り改善

●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

●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

幡ヶ谷駅エレベーター
トマ区議らが粘り強く京王電鉄と
交渉して実現。地上と改札階、
改札階とホームを結ぶ3本のエレ
ベーターが設置された。

借り上げ高齢者住宅（笹塚二丁目）
トマ区議の尽力で実現した借り上げ高齢者住宅。

生活相談1万2千件!



2010年笹幡地域の新春のつどいで演奏する中川さん ニューヨークのNPT行動に参加したトマさん
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「核兵器のない平和     な世界」を心に刻んで
トマ孝二・中川美保 対談

中川美保：プロフィール
国立音楽大学卒業、同大学院修了。パリに2度留学、フラン
ス国立ロマン・ビル音楽院を1等賞を得て卒業。2008年に
は4枚目のアルバム「平和への希い」を発表し話題を呼んで
いる。2010年には第4回横浜公演として「横浜市開港記念
会館」でコンサートを行い好評。NHK-FM「FMリサイタ
ル」「名曲リサイタル」に出演など幅広い活動を行ってい
る。笹塚三丁目在住。

◆「平和と健康まつり」に出演して
トマ　今日（2010年10月17日）は、6号坂上公園で開

　　かれた「第4回：平和と健康まつり」での演奏、お疲

　　れさまでした。

中川　初めて出演させていただいたのですが、みな

　　さん熱心に聴いてくださり、とても喜んでおられた

　　ので、出演させてもらってよかった、と思いました。

トマ　中川さんは今回に限らず、「愛と平和」をテーマ

　　として演奏活動をしていらっしゃいますね?

中川　父や母が、小さいときから「戦争のない世の中

　　がいちばんいいんだよ。一人ひとりが大切にさ　

　　れ、みんなが平和に暮らすことが大切なんだよ」と

　　育ててくれました。漠然と「その通りだなぁ」とは感

　　じていたのですが、なかなか自分で表すことがで

　　きませんでした。

◆パリで感じた「愛と平和」
トマ　それが「愛と平和」をはっきりかかげるようになったきっかけは?

中川　私、パリに2度留学したんです。フランスでは、実に多くの人たちがデモやストライキをやるんです。理不尽なこと

　　を政府がやろうとすると、すぐに市民が行動を起こす、自分の思っていることを表現し、訴えるんです。それも当たり

　　前に、楽しそうに。それを見て、私も思っていることはきちんと表さなくちゃいけない、と思ったんです。

トマ　それで「愛と平和」を。

中川　私、何のために音楽をやるのか、ずっと考えていたんです。音楽は平和でなければ安心して楽しむことはできま

　　せん。そのためには、たたかわなくちゃいけない。人は、武器を持つのではなく、言葉や文化でたたかっていくことが

　　大事で、自分の場合はそれが音楽なんだな、とデモを見てはっと気づいたんです。

◆「軍刀」を戒めにした祖父の思い
トマ　私も、小学2年生の頃、家の鴨居のところに「軍刀」が隠さ

　　れているのを見つけて、祖父に「なぜこんなものがあるの?」

　　と訊ねたら、「これで中国の人を殺してしまった。もう戦争は

　　こりごりだ。その思いを忘れないために置いているんだ」と

　　言われました。子ども心に「戦争はいけないんだ、怖いんだ」

　　と思いましたね。

中川　戦争やテロは、絶対にいやですね。ですから、戦争への動

　　きをやめさせ、平和を訴えるのに、私のできることを、と女性

　　9条の会にも参加させていただきました。また、原水爆禁止

　　世界大会などで演奏させていただいているんです。

◆NPT再検討会議などで感じた、核兵器廃絶へのうねり
トマ　私は今年（2010年）5月に、ニューヨークに行ってきま

　　した。国連本部で開かれたNPT(核不拡散条約)再検討会議

　　に対し、「核保有国が核兵器廃絶の具体的な行動計画を作

　　り、実行せよ」と要請する国際行動に参加するためです。ま

　　た、夏には広島市で開かれた原水爆禁止世界大会にも参

　　加し、改めて、核兵器廃絶の願いが世界中で大きなうねり

　　となって、国際政治を動かしている、と実感しました。

中川　世界の人々が、テロや戦争では問題は解決しない、と思い始めていること。核兵器は絶対に使ってはいけない兵

　　器であり、作ることも持つことも許されない、との声が世界のあちこちで上がり、大きく広がりつつあることを、私も

　　感じます。

◆渋谷区も「非核平和都市宣言」を
トマ　核兵器をなくすことは日本国民の悲願であり、渋谷区民にとっても強い願いです。私は、渋谷区でも「非核平和都

　　市宣言」を行ってこの思いを全世界に発信すべきだと、6月区議会で区長に提案しました。しかし区長は「国政の問

　　題」として、区民の願いを受け止めようとしない態度に終始しました。

中川　それは残念ですね。私が以前住んでいた埼玉県川越市では、「こえど川越平和都市宣言」をしていましたよ。

　　平和は区民生活のおおもとにあるものですし、各自治体が「核兵器をなくせ」と主張することは、とても大事だと

　　思います。

トマ　私たち共産党区議団は、毎回いろいろ

　　な角度から平和の問題を取り上げていま

　　す。私自身は、核兵器をなくすこと、そのた

　　めにも「非核平和都市宣言」をと、ずっと求

　　め続けてきました。次期の4年間で、必ず

　　実現したいと考えています。

中川　ぜひ実現してほしいですね。そのため

　　にもトマさんはじめ、共産党の6人全員が

　　当選していただかないと。

トマ　多数立候補の激しい選挙になりそう

　　ですが、なんとしても勝って、みなさんの期

　　待に応える決意です。今日はありがとうご

　　ざいました。

中川　ぜひ、がんばってください。私もできる

　　かぎり応援します。
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トマ 孝二ものがたり
　小樽の貧しい家に生まれ、家計を助けるために小学3

年生の時から、新聞配達。中学卒業後、印刷工として働き

ながら、定時制高校へ。「なぜ世の中には貧富の格差

があるのか」、今につながるトマ孝二の太い柱「不平等な

社会への怒り」の原点がここにある。また、ヒロシマ・ナガ

サキへの原爆投下を知り、祖父から中国での日本軍の

蛮行を聞いたことが、もう一つの柱「反核・平和への強い

想い」につながった。

トマ孝二、北海道小樽市出身。1950年5月生まれ、

ふたご座、60歳。 区議会議員として働き盛り。

6期24年の経験を活かして7期目に挑戦。

　高校で民青同盟に加盟、活動する中で、小林多喜二、

そして日本共産党に出会う。トマ少年の心を悩ませてい

た「貧困」と「戦争」。「日本共産党への入党こそ、この二つ

とたたかう道だ」と心を決めた。1969年10月10日夜、

トマ孝二19歳。ベトナム反戦、沖縄返還など、反戦平和を

目指す闘争が、日本中で大きく盛り上がっていた。

　高校卒業後トマ青年は、「印刷工として技術を活かすこと」「小林多喜二

のような作家になること」の二つを胸に上京、(株)光陽印刷(現・光陽

メディア)で働き始める。5年後、「もっと直接、日本共産党の中で自分を

活かし、力になりたい」と赤旗記者に応募、合格。日曜版編集部、四国駐在

記者などを務める。一方で、作家への想いも実現させ、現在までに2冊の

作品集を出版。

　赤旗記者を一生の仕事と思っていたところへ、福井典子

区議(当時)の都議選出馬に伴って、区議選出馬を請われ、悩

む。26年前のことである。トマ孝二を決意させたのは、今この

渋谷で、実際に行われている悪政と、正面からたたかい、変

えていくことが、日本を良くしていくことにつながる、という確

信であった。それは、日本各地で、明るく生きがいを持ってた

たかっている人々への取材から、学んだことであった。

　当選後のトマ区議の活躍は枚挙にいとまがな

い。特別養護老人ホームの区内設置、高齢者住宅

の設置、家賃補助制度の実現、子ども医療費の中

学3年までの無料化などの全区的な施策。危険箇

所へのカーブミラーの設置、笹塚駅、幡ヶ谷駅の

エレベーター設置などの地域的な対策。400回を

越える生活相談に寄せられた、ひとつひとつに誠

実に応え、区民ひとりひとりにじかに手が届く活

動を積み重ねてきた。彼をよく知る人々は、敢えて

「先生」とは呼ばず、敬意と親しみを込めて、「トマ

さん」と呼ぶ。

　「トマさんは笹塚、幡ヶ谷の宝、渋谷区の宝」「トマ

さんは、渋谷の区議会に絶対に必要な人」 心から

の声に推されて、トマ孝二は今、7期目に挑戦する。
中学時代（後列左端）

19歳の苫さん

区の清掃工場で説明に立つトマさん

立候補記者会見

気さくに相談に乗る

第一著作集「はばたきの街」、第二著
作集「小樽の街と渋谷の街で」、日本民
主主義文学会渋谷支部機関誌「水車」
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2010年12月1日　現在

〈緊急連絡〉
警察への急報 110
火事・救急 119
電話故障 113
天気予報  177
休日診療の案内 3462-2200

〈公共施設〉
渋谷区役所 3463-1211
笹塚出張所 3376-1428
幡ヶ谷保健相談所 3374-7591
水道局・渋谷営業所 5784-0766
渋谷清掃事務所 5467-4300
渋谷社会保険事務所 3462-1241
渋谷税務署 3463-9181
代々木警察署 3375-0110
渋谷消防署 3464-0119
代々木郵便局 3467-9213
東京電力渋谷支部 0120-995-001
東京ガスお客さまセンター 0570-002-211

〈図書館・社教館・区民会館〉
笹塚図書館 3460-6784
本町図書館 5371-4833
西原図書館 3460-8535
幡ヶ谷社会教育館 3376-1541
笹塚区民会館 3377-1060
幡ヶ谷区民会館 3377-6203

〈スポーツ施設〉
西原スポーツセンター 3468-9051
中幡小学校温水プール 3376-1069

〈医療・介護施設〉
はたがや協立診療所 5304-0621
はたがや介護相談ステーション 5304-5131
ほんまち訪問看護ステーション 3379-4650
ケアステーション笹幡 5365-1611
笹幡鍼灸接骨院 050-3624-2796

〈自宅・家族〉　 必要な番号をお書きください
自宅

〈小中学校〉
笹塚中学校 3376-3364
笹塚小学校 3377-2345
中幡小学校 3376-1372

〈幼稚園・保育園〉
私立笹塚幼稚園 3466-0378
私立小鳩幼稚園 3378-6600
区立笹塚保育園 3376-6842
区立笹塚第二保育園 3469-0360
区立幡ヶ谷保育園 3377-7595
区立幡ヶ谷第二保育園 3378-0876
区立幡ヶ谷第三保育園 3376-1650
私立保育園 うさぎとかめ 3376-1663
私立保育園 うさぎとかめ分園 3374-2070
私立保育園 酒井保育室 3376-6683
私立保育園 フジキ保育室 3378-0283
私立保育園 保育室ポッポ 3320-8163 

〈障害者施設・高齢者施設〉
生活実習所 つばさ 3378-1150
むつみ工房 5351-9395
けやき作業所 3376-8924
幡ヶ谷のぞみ作業所 3377-3251
幡ヶ谷授産場 3378-3637
はつらつセンター幡ヶ谷 3374-0785
笹塚敬老館 3466-5207
シルバー人材センター 5465-1876

〈建築・リフォーム〉
東京土建渋谷支部 6304-2315

〈商売のことは〉
渋谷民主商工会(民商) 3357-5401

どんなことでもお気軽にトマ孝二事務所 3374-2546
笹塚３丁目十号坂商店街に事務所があります。お気軽にご相談にお立ちよりください。毎月1回、無料の法律・生活相談会を開いています。

ガンバレ！
トマさん 今の私があるのは

トマさんのおかげ
笹塚二丁目在住　 山下亜紀子

　私がこの地域に越してきて1年半経ちました。私は
以前、他の所に住んでいて、色々な悩みをかかえてい
ました。そんな時にトマさんと知り合い、子ども3人かか
えて途方に暮れている私を助けてもらいました。
　今後の住む所、学校の事、仕事の事、病院の事・・・。
本当に細かな所まで、私の不安を安心に変えてくれま
した。どこの者とも知れない母子に対して、手をさしの
べて下さったトマさんに、親子ともども大変感謝をして
います。トマさんは困っている人の味方だと、周知の通
りですが、ここまで皆さんから愛されている、親しまれ
ている議員さんはいないと思います。私はトマさんを
ずっと信頼し、応援します。いつまでも元気で頑張って
下さい。

異常な社会をただして
笹塚二丁目在住　 清野大裕（30歳）

どうしても区議会に
なくてはならない人
笹塚一丁目・観音通り商店街 居酒屋「きんぼし」　安達 司

零細企業の仕事を増やすために
がんばるトマさんを今度も!
東京土建渋谷支部笹塚分会書記長・笹塚一丁目在住　斉藤真生

　トマさんとは、議員になる前から、26年越しの知りあ
いです。トマさんはいつも、私たちの仕事を増やすため
に、がんばってくれています。地元密着できめの細か
い仕事ができる私たちの組合が、高齢者福祉の住宅
改造事業に参加できるよう骨を折り、実現してくれまし
た。地元業者と住民のために動く姿勢は一貫しており、
大いに私は信頼しています。渋谷区でも、区民の助け
になり、私たちの仕事確保にも役立つ、住宅リフォーム
助成制度や、公契約条例をつくってもらうために、私も
力いっぱい応援したいと思います。

　私がトマ議員と出会ったのは、ことしの一月、入院中
のときでした。私が事故を起こして、入院し、転居しな
ければならなくなり、そのことで困っていた私や両親
のために、尽力してくれ、無事、私は希望の部屋に退院
後、入居することができました。
　私たち若い世代は、就職も思うようにできず、悶々と
している感じで生活しています。こんな異常な社会は
おかしいと思います。
　これからの世界や日本を真剣に考えるならば、私た
ち困った若者・庶民に親身になってがんばってくれる
人に希望を託すことだと思っています。その点で、私は
トマ議員を応援したいと思います。

　トマさんは苦難や困難をかかえている方々にとって
は神様のような存在である。６期24年間、この姿勢は
変わることはなかった。笹塚地域で、どれだけの方が
お世話になったことだろうか。何かあると「共産党の
トマさんに相談したら」といわれるゆえんである。それ
だから、この地域から今度の選挙で、どうしても区議会
になくてはならない。30年間笹塚に住み、観音通り
商店街で居酒屋「きんぼし」を経営して感じている想い
である。

地域に密着・
愛されているトマさん
幡ヶ谷二丁目在住　 若林哲朗

　トマさんには私の住んでいるマンション理事長をし
ていただいています。私たちのマンションは自主管理
で運営しているため、私やトマさんはいつも総会で
理事に選ばれ、断りきれずに理事になってしまって
いるのです。トマさんを見ていると、マンション住民
のトラブルの解決をはじめ、精神的にダメージを受け
ている人に頼られていること、また、私の子どもの保育
園の入園なども親身に相談に乗ってもらい、忙しいの
にもかかわらずマメに動いてくれて感心します。私の
仕事場は幡ヶ谷3丁目の中幡小学校の近くです。自転
車のトマさんが立ち話をしている女性たちに呼び止め
られていますが、そんな風景を見ると、トマさんは、本
当に街の人に愛されているのだな、と感じます。地域に
密着し、街の大事な相談役のトマさんに引き続きがん
ばってもらいましょう。



あなたはどう考えますか？
領土問題：事実と道理に立った外交努力を

　尖閣諸島は、帰属の定まっていなかっ
た無人島を明治時代に編入して以来、日本

の領土と認められてきました。1970年代ま

では中国などの外国から異議はありません

でした。歴史上も国際法上も、日本の領有は

正当なものです。なのに歴代政府は、正当性

を主張することも、中国への反論もせずに、

「領土問題は存在しない」の一言ですませ

てきました。

北朝鮮問題：無法な砲撃は厳しく非難 軍事ではなく平和的解決を
　北朝鮮による韓国・延坪島への砲撃。民
間人が居住する島への無差別の砲撃は、朝

鮮戦争の休戦協定はもとより、国連憲章に

も、北朝鮮自身が当事者である南北間の諸

合意にも反する、無法な行為です。

　日本共産党は、北朝鮮を厳しく非難すると

ともに、さらなる軍事的緊張や軍事紛争につ

なげることなく、外交的・政治的な努力によっ

　千島は帝政ロシアとの交渉で、平和的に
日本領となりました。歯舞、色丹は北海道の

一部です。第2次世界大戦直後、当時のソ連

が併合したことは、「領土不拡大」という戦後

処理の原則に反しています。日本共産党は

全千島と歯舞、色丹の返還を求めています。

歴代政府は、千島を放棄した戦後処理の誤

りには触れず、千島の南半分は千島ではな

いという無理な理屈で、国後、択捉と歯舞、色

丹の4島だけを返還要求しています。民主党

に政権が変わっても、領土問題に対する態

度は、まったく変わりません。

　領土問題で一番大事なのは、歴史の事実

や国際法の道理にもとづき、国際社会や相

手国に堂々と主張することです。日本共産党

は、尖閣でも千島でも、これまでの政府の対

応をあらため、領有の正当性と大義をきっぱ

りと主張するよう、政府に提起しています。

て解決することを要求。日本政府に、6カ国

緊急会合の実現に努力するよう提案してい

ます。

　領土問題でも、北朝鮮問題でも、日本共産党は
事実と道理にもとづく論陣を張るとともに、問題の
平和的解決を訴えています。自主独立の党、憲法
9条をまもる平和の党だからこそできるのです。


