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！！
教育現場を知る男
日本最大の教育専門全国紙・日本教育新聞社より取材の依頼を受け、1 月 16 日付けの紙面に掲載して
いただきました。
「教育」に特化し、週刊で多岐にわたる情報を提供しているこの新聞は、全国津々浦々、海外の日本
人学校でも読まれています。しかもその範囲は、文部科学省、教育委員会、各地の学校管理職、教師、
PTA、議員や民生児童委員まで含み、教育にかかわる人、興味関心のある人まで広範です。
シリーズ「わがまちこの人」は、教育問題を取り上げる地方議員を紹介する欄です。
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ごあいさつ

皆様の温かいご支援を賜り、荒川区政へと送り出していただいてより 1 年が経過しようとしています。
私の議員生活は東日本大震災の復興と時を同じくして始まりました。議会発言として会議録に記されている

私の第一声は「学校現場における避難体制の見直しについて」です。
災害発生時、集団下校による自宅への避難が教育現場では一般的でした。しかし、核家族化や両親共働
き家庭の増加を考えると、自宅への避難は子どもの孤立化を意味します。
荒川区議会で初めてこの問題を取り上げた私の発言後、多くの議員がこのことを問題とし、教育委員会は「災
害発生時の下校については保護者の引き取りを原則とする」との見解を示すようになりました。私の主張が実
を結んだ瞬間です。
今年度も様々な分野の課題解決のため、地域の皆様のご期待に応えられるよう精進してまいります。
ご支援の程、よろしくお願いいたします。

地域に密着

議会に全力

区民と区政のパイプライン

平成 24 年第 1 回定例会が 2 月 15 日からの 30 日間を会期とし招集されました。この定例会では例年、
来年度予算案を含む重要な案件が審議され、予算案については集中的な審議をするための特別委員会が
設置されます。
議員一人あたりの発言時間は 50 分間と決められており、公明党として 300 分間を自由に使うことがで
きます。私も地域における日頃の区民相談で受けた要望を踏まえ、全力で質問しました。
●きくち秀信の発言 （計 75 分間）

・消防団関連施設内における禁煙の徹底
・あら坊等を活用したツイッター・メルマガの検討
・猫に対する無責任な餌やりへの指導・改善
・生活保護受給者への就労対策
・キャリアサポート事業の検討
・食育の推進
・教員の海外研修の活用
・武道必修に伴う外部指導者の有効活用
・学校選択制度の兄弟優遇措置
また、最終日の本会議では党を代表し、予算案に対する賛成討論に立たせていただきました。本予算
案は昨年 10 月に我が党が西川区長に対して提出した予算要望書の内容が反映されており、限りある財源
を重点的・効果的に配分し、編成したものとなっております。
区民生活の向上に一層の努力をするよう行政に対して強く要望し、賛成討論を終了、議決の結果は賛
成多数であり平成 24 年度予算案は可決されました。

公明党の主張により実現
・子宮頸がん予防ワクチンの接種対象年齢の拡大
・高齢者の健康を促進する新たな介護予防事業
・特別養護老人ホーム事業の拡充
・就労支援の充実・
「就労支援課」を新設

本年度より実施へ

・待機児童解消に向けた保育施設の整備
・放課後子どもプラン事業の拡大
・尾久八幡中学校建替え・区民運動場整備
・コミュニティバス新ルートの導入、他多数
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対談「尾久初空襲」ゲスト：尾久橋町会会長 田村正彦氏
菊地 今日はお忙しい中、時間をいただきありがとうございます。
田村 菊地区議にはいつも地元のためにご尽力くださり、また

トルの弾孔があき、一家 6 名が遺体となって発見されました。この空襲によって尾久では死者 9 人、重傷者 38 人
を数えたと言われています。

尾久橋町会のいろいろなご相談にのっていただいております。具
体的な事例の解決、適切なアドバイスと実現力に深く感謝致しま

菊地 そんな壮絶な戦争体験をお持ちの田村さんです。毎年 4 月に行われている追悼慰霊のコンサートに対する思
い入れも相当なものがあると思います。今回の『尾久初空襲を忘れないコンサート』への意気込みをお聞か

す。
菊地

これからも微力ながら地域の皆様のため尽力させていた

せください。
田村 今回は荒川区より西川区長、川嵜教育長に来ていただきお話していただきます。また、都立竹台高校・区立

だきます。さて、
『尾久初空襲を忘れないコンサート』が今年も
開催されますね。私も議員となって初めて参加するこのコンサー

尾久八幡中学校の吹奏楽部による演奏や区立尾久小学校・大門小学校の児童による研究発表、初空襲体験者と
都立竹台高校の演劇部による対話劇など盛り沢山です。若い世代に尾久初空襲を始め、戦争の悲惨さや平和の尊

トを楽しみにしています。
田村 ありがとうございます。尾久初空襲の史実と平和の尊さを
次の世代に引き継ぎた

さを語り継いでほしいと強く願っています。
菊地 公明党は、核兵器の使用はいかなる理由が
あっても許されぬ「絶対悪」との思想に基づき、断

いとの思いから始めたこのコンサートも第 4 回目を向かえます。
菊地 私がこのコンサートのことを知ったとき、初空襲と聞き、まず『東

固たる決意で核兵器の廃絶を推進しています。また、
不信を信頼に変え、反目を理解に変える「対話」
「文

京大空襲』のことを思い浮かべました。終戦間際の昭和 20 年 3 月 10 日、
江東区の深川地区や城東地区な
昭和 16 年 12 月 8 日 真珠湾攻撃
どで被害が大きかったあの空襲
昭和 17 年 4 月 18 日 尾久初空襲
のことを。
昭和 20 年 3 月 10 日 東京大空襲
田村 地元の住民からも長い間、
昭和 20 年 8 月 15 日 終戦
忘れられていたくらいなので無理
もないでしょう。開戦当初、アメリカ大統領のルーズベルトは、真珠湾攻
撃に対する復讐とアメリカ国民の士気を高めるため、東京の爆撃を思い立
ちました。日米開戦から 4 ヵ月、連戦連勝ムードに酔う日本国民に大きな
衝撃を与えた爆撃こそ『尾久初空襲』です。
菊地 その頃は破竹の快進撃を続ける日本です。その本土に近づくこと プロフィール
すら考えられないことだったと思います。
たむら・まさひこ
田村 アメリカ軍は航空母艦から爆撃機を発進させ、爆撃後の着陸予定 1936 年、東京都荒川区尾久町 9 丁目生まれ。
大妻中野中学高等学校教頭、中央医療学園専
地を中国とする作戦を決行しました。短い滑走路でも離陸できるよう、飛 門学校参与、同校法学講師、 明治大学教育会

化交流」
「青少年交流」の拡大に力を注いでいます。
これからも「平和の党」の使命と責任を肝に銘じ、
世界の平和に貢献する日本の国づくりに邁進していく
ことを重ねてお誓い申し上げます。今日は若い世代を
代表し、田村さんの思いをしっかりと受け止めさせて
いただきました。本当に貴重なお話をありがとうござ
いました。イベントの大成功を心よりお祈り致します。

行機を軽くするため中国まで飛
べるギリギリの 燃 料だけを積
み、訓練を重ねていたようです。

副会長を歴 任。現在、尾久橋町会会長。人情
味あふれる人柄と面倒見の良さに地域の信頼も
厚い。

当時では奇抜な方法であり、向こうも必死だったものと思います。
菊地 首都東京が攻撃を受けるということは、どれほど日本国民に不安
と恐怖を植えつけたことでしょう。この空襲を体験された数少ない方のお
一人が田村さんであると聞いています。
田村 日本本土で初めて爆弾が落とされたのが当時の荒川区尾久町九丁
目（現在の東尾久八丁目）です。昭和 16 年 4 月 18 日、
小学 1 年生であっ
た私は、午後 12 時 15 分頃、帰宅直後に爆撃に会いました。爆弾が落と
されたのが隣家だったため、家がもちあがるほどの衝撃でした。台所で
プロフィール

きくち・ひでのぶ

1977 年、北海道札幌市生まれ。大学卒業後、
都内公立中学校教員を経て、現在は荒川区議会
議員として働く。
荒川区民のため、よりよい区政を目指し活動中。
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水を飲もうと蛇口を開けた瞬間、ドドーンと大きな音がして、家の中で吹
き飛ばされました。
菊地 空襲警報を鳴らすなどの防空体制はなかったのでしょうか。
田村 南方戦線で優位に立っていた日本軍部は「敵の飛行機は一機たり
とも首都には侵入させない」と豪語し、防空演習の必要はないとまで言っ
ていた程でした。爆弾の直撃を受けた民家には直径 10 メートル深さ2 メー

尾久初空襲

実は映画に出てきます！！

2001 年 7 月に公開された『パール・ハーバー』は真珠湾攻撃を題材にした戦争映画として有名です。実
はこの映画の終盤に尾久初空襲の関連シーンが登場するのです。その場面のあらすじをご紹介いたします。
※この映画で映し出されている「ドゥーリトル空襲」がまさに「尾久初空襲」です。
ルーズベルト大統領は昭和 17 年 4 月、パール・ハーバー攻撃に一矢報いるため、東京の爆撃を思い立ち、
航空母艦から爆撃機を発進させる奇抜な方法を考え出した。選抜されたパイロットたちは、短い滑走路を
離陸する訓練をする。主人公のレイフ・マコーレー（ベン・アフレック）とダニー・ウォーカー（ジョシュ・ハー
トネット）も参加する。パール・ハーバーで奇襲を受けた際、二人だけが戦闘機で迎撃、ゼロ戦を 7 機撃
墜する殊勲を買われたのである。
4 月 18 日、B-25 を 16 機搭載した航空母艦ホーネットは、日本海軍の駆逐艦に発見された。発進予定は
日本本土から 600 海里であるが日本本土からの距離は 640 海里、爆撃後の着陸予定地である中国本土ま
での燃料はギリギリである。飛行機をできるだけ軽くして燃料を積み込み発進。
イヴリン・ジョンソン（ケイト・ベッキンセール）をめぐる親友同士の愛の葛藤は意外な結末をみせる。

『第 4 回尾久初空襲を忘れないコンサート』 会 場：サンパール荒川・大ホール
主
共
後
協

日

時：2012 年 4 月 15 日（日）pm1:30 〜 3:00

催：尾久橋町会
催：尾久初空襲を忘れないコンサート実行委員会
援：荒川区・荒川区教育委員会・
（財）荒川区地域振興公社（ACC）
賛：尾久東部町会連合会・尾久西部町会・区立尾久小学校 PTA・区立尾久小学校同窓会・
（公社）東京青年会議所荒川区委員会・荒川西ライオンズクラブ・明治大学交友会荒川地域支部・
（株）ADEKA・他（順不同）

入場無料

