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吉祥寺生まれ。樫の実幼稚園・本宿

小・第三中卒業の綾・クレバーンさんは、

ウィーンで活躍されるピアニストです。

このたびはご友人のウクライナ

�クラリネット奏者タラス・デムチシン

さんと共に、来日─ウクライナの現状

と子どもや女性への人道支援の必要

性のお話もうかがいました。

なんでもご相談ください！090-8025-4457

いっぽいっぽ通信深田貴美子

http://www.fukadakimiko.info www.facebook.com/kimiko.fukada

前武蔵野市議会議員

◎2022年９月25日  通巻第60号  発行   ◎深田貴美子といっぽいっぽの会　〠180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-21-2 グローリオ吉祥寺本町706号

「1億円トイレ」問題

場所  境南ふれあい広場公園

境南町1丁目都有地活用問題

場所  境南町一丁目

インフラ編

番外編

屋外プール問題

場所  北町五丁目

ごみ袋欠品問題

40億円保健センター増築問題

場所  北町三丁目

武蔵野公会堂
耐震改修問題

場所  南町一丁目

三鷹駅北口
市有地活用問題

場所  中町一丁目 吉祥寺南口再開発問題

場所  吉祥寺駅周辺

吉祥寺医療再生問題

場所  南町三丁目

道路陥没事故問題

場所  本町二丁目

吉祥寺駅北口旧駐輪場
売却問題

場所  本町一丁目

東町市有地利活用問題

場所  東町一丁目

左建外易（自分の権力や繁栄のために手段を選ばず、好き勝手をすること）
「武蔵野市は、一体どうしたのですか？」との質問が多く寄せられる今日－嘆かわしい
限りです。
武蔵野市は、全国に冠たる「住民参加・住民自治」を目指し、私たち住民は、PTA活動・
青少年問題協議会・コミュニティセンター・福祉の会・防災会・日赤奉仕団・消防団・

商店街の皆様等、日 「々日常の参加と協働」を実践してきました。
市民に知らせず、協議・討議もせず、市民を分断と対立に導く「扇動政治」（ポピュリズム）に
対して、しっかりと「NO！」を突きつけなければなりません。
深田貴美子は、これからも皆様とご一緒に、「いっぽいっぽ」歩んでまいります。

前 武蔵野市議会議員　深田 貴美子

入札無し、１社鑑定、
説明会の翌日に売却。
８月25日付損害賠償
請求の住民訴訟へ！

令和３年11月２日の道路陥没
発生。
指名停止事業者に調査委託。
不自然な連続入札。ようやく
９月議会で報告。

首都直下型・南海トラフ地震にど
う対処するのでしょうか。

危険個所だけ切り取って、
十数億円かけて20年間
持たせる愚。

新武蔵境通りに
面した一等地。
多様な住民要望
を要検討。

隣接する大手フード事業
者様の不動産売却。
平置き駐輪場は、９1億
円で取得。すでに50億
円の評価損。

住民参加・議会報告無く予算議案
上程。
介護ベット無き、誰でもトイレに
疑問。

製造元が「コロナ」で
ごみ袋が欠品する？
原因の究明を求める。

軍需工場の厚生施設
として80年間、10円
プールで親しまれた屋
外プールです。室内・
屋外・四中（屋内）プー
ルの各々の災害時の
役割を明確に。

このセンターは、検診精密機器寄付が発端です。
他の自治体では、
検診は外部委託。
子育て支援機能
充実ならば、「児
童相談所」を誘致
すべき。

ナミュール・
ノートルダム修道会
跡地買収問題

場所  本町四丁目

2019年12月、市が購入すると
東京新聞に報道。
議会経過報告・財政計画無く、
赤星邸文化財保護指定へ。

場所  緑町三丁目

検討委員会での住民の要望は、「看護
付き小規模多機能介護施設」。庁内検
討委員会で、「多文化共生・多世代食
堂」へ変更。住民の声はどこへ？

二次救急医療施設の耐震化
は、喫緊の大命題です。

◉上水道都水一元化
　問題
 見通し立たず。

◉下水道問題
 人口増と処理コスト不明。

◉外環道路問題
 地下工事の安全担保。
 地上部の先行き未定。

◉住民投票条例再上程か？
 議会は否決の検証をせず。出たとこ勝負か？

◉子どもの権利に関する
　条例検討委員会
 学校現場・青少協・PTA・乳幼児施設等への
 説明・協議無し。
 予算措置不明の条例か？

◉ヘイトスピーチ条例要望書提出？
 一市民のSNSでの投稿から、公安・警察出 
 場の大騒動へ。

武蔵野全域に疑念・疑惑の嵐！

ウクライナと共に�平和の願いを─

号外

「無言館」
を

訪ねました。

長 野 県
上 田 市

無念の思いを深く心に刻み、平和への願いと努力を誓いました。

広島・長崎・知覧・沖縄─
　忘れてはならない記録と記憶があります。
著名な音楽家の方から、「無言館」を訪ねてみなさいと
勧められ、7月22日（金）ようやくお訪ねすることが
できました。
戦没画学生19歳から30歳代─
　学徒動員で戦地に向かった方々の作品と遺品が展示
されています。
　「キャンバスに向かいたい」
　「ビリジアンの絵具がほしい」
家族に寄せた手紙には、帰国したら、思いっきり絵を
描くことをしたためておられました。

嘆かわ
しい！

お二人の調べは、会場の皆様と一体となり、
まさに平和への願いの架け橋のひとときとなりました。



いっぽいっぽ通信

【深田きみ子といっぽいっぽの会】
 寄付のご協力をお願いします！

お気軽に
ご相談ください

   090-8025-4457
　  ippo-ippo＠ fukakimi.net

「三鷹市企画部参加と協働推進室」の「マチコエ」事業を視察─
６名の武蔵野市民の方々もご一緒に。

三鷹市では、令和３年７月から令和５年12月の「約2年半」をかけ
て、「三鷹市基本構想の改定や第5次三鷹市基本計画の策定」に取り
組んでいます。

web

①吉祥寺東コミュニティ協議会副代表
②吉祥寺東部防災会副会長
③吉祥寺本町コミュニティー協議会協力員
④本宿地区青少協常任委員
⑤武蔵野赤十字奉仕団第四分団
⑥マギーズ東京に学ぶ　がんサポート拠点を武蔵野に。

深田貴美子の原点は地域活動にあります！

言葉や思想を封じるのは
ナンセンス！ 
時代は、傾聴・対話・共感へ！

ゆうちょ口座……深田きみ子といっぽいっぽの会　00180-0-578586

他行から……ゆうちょ銀行　〇一九（ゼロイチキユウ）店　当座0578586

▶ 市民主導の市民参加の実現！
 一般公募180人、無作為抽出180人、団体代表と団体推薦の約400人体制。 
 市役所は、事務局5人と庁内約30人がサポート─

▶ 高齢者や障害を持った方への
  ヒアリング不十分💢
　担当課も車いすの回転スペースの確保など、模型
　を作成して苦労されたようですが、最終的に
　断念とのこと。
　都市計画公園建築制限があったとしても、利用
　者サービスを最優先に考える努力をしてほしい。

▶ 議会経過報告無し💢
　そもそも政党関連団体の陳情が発端です。
　令和３年度予算に、基本設計（879万円）が上程されたものの、一切経過報告もありま
　せんでした。
　ところが、令和４年度予算に8596万円の実施予算が突如上程されました。
　「境南ふれあい広場公園」のドン付きに、白亜の巨大トイレの出現となり、市内全域での陳情・
　署名活動もありました。

▶ 吉祥寺キラリナトイレの介助ベット
　吉祥寺キラリナの誰でもトイレ介助ベットは、まさにユニバー
　サルデザインです。
　7階・5階・4階に設置されています。

▶ 会議のルールが素晴らしい！ 
 ◎人の話を否定せず、意見を尊重し、聴き合いましょう。 
 ◎人の意見を聞いて意見を変えることを認め合いましょう。

▶ zoomとslackの活用！ 
 40歳代～50歳代の働き盛りの方々の参加を可能としているツールです。
 市民参加を支えるインフラは、生涯学習とICT─
 三鷹市様の長きに渡る努力が、今「マチコエ」事業に結実しています。 
 日常の討議・協議が、まちの未来を切り拓く！

深田の感銘
「マチコエ」は、市民の目線で市政を評価し、市民の暮らし良さの提言を一生懸命聴こうとする、三鷹市
様の「壮大な公聴活動」です。 「市民を信じ・託す信頼関係」を、三鷹市様は協議・討議を取り入れなが
ら積み上げておられます。

吉祥寺駅南口ラブホテル新築問題では、陳情・署名をありが
とうございました。
議会は、「行政のできる範囲で努力されたい」との意見付き採
択─残念ながら、具体的な結論に至りませんでした。
「できることから始めよう！」陳情団体の有志が活動を始め
ました！

心から賛同し、私も、大好きな吉祥寺・武蔵野を
子どもたちと一緒に大切にしたいと思います。

●９月11（日）「第5回公開講座 がん検診をもっと知りたい」
@武蔵野商工会館ゼロワンホール

欧米での乳がん・子宮がん検診受診率
80%に比して、わが国は40%─

stage1ならば90%助かります。
まずは怖がらずに検診を！

SNSで指摘された通り、武蔵野市家庭用有料ごみ袋は、供給が不安定になっているよ
うです。

製造元工場のコロナが原因か─。再開は11月頃からとの通知です。
製造元と市場の流通量は不明ですが、混乱とならぬよう適時適切な広報をお願いした
いです。

コロナの影響で、見送られてきました。
吉祥寺本町在住ですから、稲荷町会の神酒所と御神輿をお手伝い！
心を一つに、まちの繁栄と皆様の健康を願いました。大切なまちの絆ですね。

「介護介助ベット無き誰でもトイレ」に
異議申し立て💢

▶▶ 一億円の境南ふれあい広場公園新築トイレ問題 ◀◀

分科会発足！ ◎吉祥寺東部地区街づくり協議会「分科会」スタート！

がんサポート企画 ◎マギーズ東京に学ぶ がんサポート拠点を武蔵野に。

会場に30名、オンラインで20名のご参加でした。
コロナの影響で、検診受診率が3割減少しました。
※(公財)日本対がん協会2022調べ

有料ごみ袋が供給困難か？

吉祥寺秋祭り

号外

●市民不在💢東町一丁目市有地（平井医院跡地）の顛末！
●世田谷区に地域福祉の「まごころ」を見つけました！
　　－介護・看護施設＋居場所づくり「みんなの jicca」視察－
●１本の鉛筆から、タンザニアの女性・子どもを応援する！
　　－NPO法人一冊の会～タンザニア大使との情報交流会－
●「まちづくり協定」で防災に取り組む！
　　－国分寺本多連合町会・高木町自治会視察－
●昭和39年竣工武蔵野公会堂改修現状維持？     　　　　　　　  など。

「スペースが無いから、介助ベットが置けないなんて、とんでもないことです！
介助者の気持ちになってみてください！」
おばあちゃまからの怒りのご相談をいただきました。

▶ 吉祥寺ミカレット
  「折り畳み式介助ベット」は重たい💦
　おばあちゃまからは、こちらの指摘もいただきました。

平面図
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十数億円投入か？


