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12月議会報告・任期４年をふり返る・新春の集いご案内

くにたちの上空を南北に飛ぶオスプレイ。訓練の中止を！

－１ー

　政府は、12 月 16 日、大幅増とする防衛費につ
いて、2023 年度から 5 年間の総額を約 43 兆円
とすることを閣議決定しました。防衛費増額あり
きで話が進んでいることに、違和感と疑念を抱く
国民はとても多いです。そのような中、子ども関
連予算はまたしても優先順位が下げられてしまい
ました。加えての物価高騰、光熱費と介護保険料
等の大幅アップがあり、その場しのぎのバラマキ
では、人びとの暮らしを支えることになりません。
　12月市議会では、この国立市が戦争につながる
事態に加担する驚くべき事実が明らかになりまし
た。防衛省は、2023 年 1 月から、木更津に暫定
配備している陸上自衛隊の航空機 V-22 オスプレ
イを立川基地へ飛来させ訓練を行うと通知（11月
2 日）。永見市長は、市民や議員に知らせる前に、

市議会議員

　2022 年の世相を表す漢字 1 文字は “戦” と
の報道がありましたが、これは他国に限ったこ
とではありません。この日本、この国立市が戦
争につながり、「台湾有事」を煽る行為に進むこ
とを、私は許してはならないと考えます。
　なんと言っても、くにたちの宝は市民力です。
12月議会に、13人の提出者が、約 800人もの
賛同署名をつけて陳情を提出しました。私はそ
の行動に励まされ、国に提出する意見書（案）「自
衛隊のオスプレイ飛来と訓練に関して、市民の
懸念が払拭されることのないまま行わないよう
十分な説明を求める意見書」の筆頭議員になり
ました。

ひろみ通信
大寒から立春に向かう厳しい季節ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今号では、議員任期の4年間をふり返ってみました（中面）。皆さまとお約束した公約は果たせたこと、
あるいは十分ご要望にお応えできなかったことなどあります。

しかし私がめざすのは、くにたちで誰もが健康で文化的に暮らし続けられること。
2023年は新しい事務所も構え、引き続き使命を全うしていく事をお約束します。

オスプレイは、くにたち上空を南北に貫き、大学通りの西側を飛んで
いく（パネルの写真は、防衛省が宮本徹代議士に提出した立川飛行場
への「東側・場周経路」）。

それを容認してしまいました（同 7日）。
　オスプレイの問題はさまざまにあります。米国
の求める一機 200 億円以上といった法外な値段。
今年に入って乗組員 9人が死亡した通り安全性へ
の疑念。今回の飛行ルートが、文教都市くにたち
の上空、大学通りから西側を南北に貫いていく看
過できない問題。万一、事故でも起きたらと想像
するだけで恐ろしいです。
　市議会の委員会で国立市当局の答弁は「大規模
災害時の人員・物資の輸送」との説明を繰り返し
ましたが、議員に配布された防衛省の資料には、
中国を仮想敵国としての防衛配備であると明確に
書かれています。防災ではなく防衛が目的です。

2023 年こそ！
市民の皆さんとともに平和を創る
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小川ひろみの任期４年をふり返る 【まちづくり】
1、がんばれ！地元商店

①国立駅前に20ｍの商業ビルはいらない
②自治による美しい景観・ぶれずに平和を次世代へ

【食といのち】
２、まるごと、くにたち育ち！

①食育と地産地消で学校給食を豊かに
②子ども食堂の実態的支援・おとな食堂導入で

支え合いの地域づくり
【教育と文化】

３、自由な学びで楽しいまち
①６割が反対のアートビエンナーレを見直す

②公民館・図書館の充実。くにたちに市民映画館を！

▶2019年、小川ひろみの３つの
約束として右の公約を掲げました。

P1.ごはんは心で消化する
　　　　　　　　～子ども食堂の実戦から

P2-P3.学校給食センター建替問題
学校給食法（2008年改正）について

イベント企画：学習会『健康格差社会を生きる』
窪田之喜さん×深町明子さん

P4.コラム：室田清子さん（東在住）
『買い物難民！？』

P4.本：『国立景観裁判・ドキュメント17年
「私は上原公子」』（小川共著）

P4.活動日誌とプロフィール掲載

健康にすら
　　　格差が広がっている

『ひろみ通信第２号（4頁）』
2018.11.1発行

P1.【報告】「健康格差」学習会

P2.安心して話せる場があること
憲法２５～２９条は権利のしくみ

イベント企画：上映会『100歳に向かって走れ』
　　　　　　＆おしゃべり会

P３.コラム：結城翠唱さん（泉在住）
「体力が肝心！！」

P4.ひろみインタビュー：前田せつ子さん
「長生きは平和活動！」

P4.活動日誌とプロフィール掲載

国立市の子ども食堂

P3.防災「備えあればより安心！」

P4.映画を愛でる会
『フジコ・ヘミングの時間』ご案内

『ひろみ通信第３号（２頁）』
2019.3.1発行

表 : 国立の南口を市民がくつろげる公園
　　　　　　　　　　　広場にしませんか
裏 : JR東日本（株）さんへ
　　　　　　　　　　まちの声「壊さないで」
小川へのメッセージ
・NO TRUNKS 村上寛さん
・Kiliya 荒木一友さん
・カフェれら 朝吹エマさん
・ブラザーランドリー 前場明行さんを掲載

『ひろみ通信第4号（4頁）』
2019.11.28発行

P1.【視察報告】環境建設委員会
　  新潟県見附市、長岡市

学校給食の
　　　民間委託PFI問題

イベント企画：新春映画会『12ヶ月の未来図』

P2.コラム：根本敦子さん(西在住)
「台風19号被害」

P3.【報告】ソウル市オーガニック給食

P３.コラム：酒井幸子さん(富士見台在住)
「ソウル訪問」

P4.活動日誌掲載

『ひろみ通信第５号（4頁）』
2020.12.15発行

P1.まちと人がつながる、緑と文化の
    くにたち広場 国立駅南口広場整備案
P2.給食の民間委託PFI問題

イベント：10/10まち育てシンポジウム
            ～国立駅南口広場はどうなるの？ 

イベント企画：1/10正月シネマ
　　　　     坂上香監督『プリズン・サークル』 

P4.活動日誌

国立駅周辺まちづくり
　　　　　　基本計画

P3.コロナ・年越し支援

イベント企画：1/18視察ご案内
　　　　　　「武蔵野市給食・食育振興財団」 

『ひろみ通信第6号（4頁）』
2021.8.15発行

P1.JR商業棟開発と私たちの南口駅前広場

P2.給食は直営・各校方式が安心

コラム：中西景子さん（富士見台在住）
　　　「人間と水のつきあい」 

2021年
10月24日~11月27日
『くにたち映画祭2021
~まちじゅうが映画館』
全１０作品上映

開催

11月13日
上映会を企画

オダギリジョー監督
『ある船頭の話』
＠芸小ホール

P2.シリーズ防災
        ～台風１９号に寄せられたお声

P3.コロナワクチン「接種は任意」

P4.活動日誌

くにたちの水はいつから
汚染していたのか
　　　～有機フッ素水汚染

P2.2022年度施政方針と予算案

P3.【陳情】子どもワクチン接種
　  提出者・森田真理恵さんからのメッセージ
     「失われた大切な体験と時間」

『ひろみ通信第7号（4頁）』
2022.4.29発行

学習会企画：諸永裕司さん学習会
「消された水汚染～永遠の化学物質PFOS/
PFOAの死角」

P4.活動日誌

P4.くにたち発ドキュメンタリー完成！
前田せつ子監督『杜人 環境再生医 矢野智徳の
挑戦』

表 : 国立市の深刻な水汚染、行政はいち早い
    健康調査を！

裏 :【6月議会報告】議会で議論しました
　 人権・暮らし・命のこと！市民陳情５つ(以下要旨)　
①都立高校入試スピーキングテスト導入延期と
　再検討を求める
②浸水想定３ｍに建設予定の新給食センター・
　防災備蓄倉庫を１Ｆに置くリスクを問う
③富士見台第一団地投票所廃止案に反対
④現条例の精神を引き継ぐ新個人情報保護制度
　を求める
⑤商店街との連続性に配慮した高さと景観確保に
　ふさわしい中２丁目マンション新築工事を求める　   
   
    

6月議会報告・参議院選挙と
　　　　　　　統一教会問題 

『ひろみ通信第8号（2頁）』
2022.7.20発行

『ひろみ通信第１号（4頁）』
2018.7.30発行

参議院選挙と統一教会問題

9月議会日程など

『ひろみ通信第9号（2頁）』
2022.9.27発行

表 : 国葬中止！ 国への意見書可決

裏 : くにたちのフルインクルーシブ教育
                     ―「発達障害」学級新設？

9月議会報告・
 国葬中止！ 国への
　　　　　意見書可決

自民党と統一教会との関係を断つ

12月議会日程など

【まちづくり】
1、がんばれ！地元商店

①季節ごとの歩行者天国＆マルシェ＆天下市
　②美しい景観と街並みを守るまちづくり条例の改正 

【いのちと平和】
２、空と大地の再生。平和は地域から

①PFOS等による水汚染の究明と健康調査
②戦争につながるオスプレイ飛行訓練の中止

【教育と文化】
３、教育と文化にもっと予算を！

①給食の無償化。インクルーシブ教育実践モデル校を
②公民館・図書館の充実。くにたちに市民映画館を！

4月21日
国立市議会選挙

３期目当選！（1,214票）
会派：

小川ひろみと
耕す未来＠くにたち

＊国立市長選
土屋くによしさんを応援

月イチ
『くにたち映画館

＠アグレアブル・ミュゼ』
スタート！

＊都議会議員選挙

『ひろみ通信第10号（4頁）』
2022.12.20発行

P1.2023年こそ市民とともに平和を創る
P2-P3.【ふり返り】小川ひろみの4年

12月議会報告・
オスプレイ飛行訓練の
　　　　　　中止を！

P4.活動日誌・議会日程など
新春企画：1/28「新春の集い
～音楽とともに」＠カフェSings(国立市東)

2018年12月1日
上映会を企画

『フジコ・ヘミングの時間』
＠芸小ホール

前田せつ子さんお話

2019年
10月5日~10月14日
『くにたち映画館2019
~語り愛たい10日間』

開催

学習会企画：11月6日鈴木エイト氏
「緊急学習会 自民党と統一教会との
関係を断つ時！」＠さくらホール

ようやく
事務所ができました！
～お寄りください～

2０２３年

政策（案
）

＊参議院選挙
　れいわ新選組を応援

11月10日・12日
上映会を企画
前田せつ子監督
『杜人』

＠さくらホール
芸小ホール
矢野智徳さん
お話

  

JR東日本（株）さんへ

JR商業棟開発と
　私たちの南口駅前広場

2022年
10月9日~12月10日
『くにたち映画祭2022
~まちじゅうが映画館』
全１1作品上映

開催

11月3日
上映会を企画

斉加尚代監督『教育と愛国』上映
トーク：中村雅子さん(元教育委員)

佐々木茂樹さん
(国立市の教科書採択を考える会)



Design＆Art work by はれむすひ －４ー

朝 7時〜市内 3つの駅に出て「ひろみ通信」を
配りつつ、 市政報告をしています。

お気軽にお声をかけてくだされば嬉しいです！

小川ひろみ後援会に参加して活動を支えてください。
例えば、
☆小川会議への出席
☆「ひろみ通信」をご友人・知人へ渡す。地域へ配布する
☆ミニ集会、学習会を小川と企画する
☆カンパ
など、いろいろあります。
通信P1上にあるメールにご連絡くださると嬉しいです。

募集中！

小川ひろみの活動 ★は議会関連

1日 
3日

4日
5~
  8日

 

7日
10日
11日 
12~
14日
18日

21日
22日
23日 
28日
29日
30日

12月議会初日・決算討論★
くにたち朋友会・映画会
『ぼけますから、よろしくお願いします。～おかえり お母さん～』
矢川あるき＆道路問題を考える会の方と一緒に
 一般質問★
【小川の質問（12/8）】
1.公正な情報公開の在り方について
(1)行政不服審査会から「全面開示」の答申を受けて、新給食センター
予算約 63 億円の積 算資料「全面開示」についてどう協議し、いつ決裁
を行うのか
2.初めてのPFI事業・くにたちの学校給食について
(1)最終的な契約において、浸水対策・手作り給食・アレルギー食・雇用
体系の市民提案 はどう生かされたか
3.暮らしやすいまち・くにたちについて
(1)全会一致で採択された「中2丁目マンション新築工事に関する陳情」
の市民要望はどう生かされたか
(2)まちづくり審議会答申や開発事業承認申請にあった分譲富士見台
団地内の保育園・保 育施設はなくなったのか
(3)団地やマンション建て替えで、行き場を失う方にどう手を差し伸べるか
第4回自主防災組織連絡協議会＠市役所3F
 詩人アーサー・ビナード紙芝居トークライブ（くにたち映画祭2022企画）
くにたち保健室（性教育を考える）＠コトナハウス
 常任委員会★

KOSHO,SANSHO,TOKIDOKI,SALT
　　　　　　～vol.16 ジャマイカのクリスマス＠Salon de Ruu Ruu
わくわくこどもフェスタ打ち合わせ＠芸小ホールロビー
最終本会議★
福島とつながる種まきネット＠公民館
PFOS血液検査打ち合わせ＠谷保駅前相互診療所／小川会議「望年会」
 蕎麦打ちの会＠富士見台2丁目集会所
北3第2自治会　年末パトロール
年末年始困りごと相談会＠国立市役所西側広場

２月

三多摩上下水道協議会＠府中自治会館★
北3第2自治会・定例会
自主防災組織連絡協議会・図上訓練＠市役所3F
映画『荒野に希望の灯をともす』(くにたち映画館)
わくわくこどもフェスタ第１０回＠芸小ホール
3月議会スタート★
一般質問★

1日 
5日
11日 
18~
19日
22日
27~

2023 年 1 月

年末年始困りごと相談会＠国立市役所西側広場
消防出初式／自治会定例会
成人式
 『ゆめパのじかん』上映会＆講演会「子どもの権利と居場所を考える」＠公民館
くにたちの学校給食を考える会
映画『弁当の日』上映(くにたち映画館)
宮澤先生講演会ー“発達障害って？？”

3日
 8日 
9日
14日 
17日
22日
29日

3 月

一般質問★
北3第2自治会・定例会
予算特別委員会★

【3/11 小川ひろみ集会予定＠カフェSings】
常任委員会★

映画『からむしのこえ』(くにたち映画館)

市議会・最終本会議★

3日
5日
7~
10日 
11日 
14~
16日
18~
19日
24日

Invita
tion

お店の外観がヨーロッパ調のカフェSings。
中の居心地の良さを楽しみにいらしてください。

NO  MUSIC、NO LIFE♬音楽でひとときの憩いをともに！

新春の集い

カフェSings
大学通りと桐朋通りの交差点付近にあります。
当日は「小川ひろみ」の旗を出しておきます！

好評をいただいた鈴木エイト氏緊急学習
会「自民党と統一教会との関係を断つ時
！」の録画映像を、小川ユーチューブに
アップしました。URLをお伝えしますの
で、どうぞ、ご覧ください。

おすすめ
動画

～事務所がようやくできました～

歌：家坂平人さん　ピアノ：中西景子さん　
話：小川ひろみ
日　時：1月28日（土）13:00～
場　所：カフェSings  ( 国立市東4-1-13 )
参加費：500円(お茶とお菓子付き）

　かつて足繁く通い詰め
た「喫茶ひょうたん島」が
あったビルの2階、201号
室です。
（国立市富士見台1-4-4）
2Kの小さな部屋ではありますが、バス停「国立高校前」
を降りた所に建っているビルです。1階には蕎麦屋・クラ
フトビールの店・レストランと全て食べ物屋さんが！　
2023年から場所を得て、これまで以上に皆さんと繋がり
ながら仕事をしてまいります。いらっしゃる時は、ご一報
くださいますと助かります。
TEL：080-3311-6139（小川事務所）

4 月

23日  統一地方選挙予定（選挙戦4/16～22）

2022 年 12 月

アンケートより「淡々と
した語り口の中に恐る
べき真相に触れる様に
凄みを覚えました。」
https://youtu.be/
dcPRxoaoFkk

これからの予定


