荒 川 区 一 人 暮 らしの 実 態 は
９ ，０ ０５ 人
要介護認定
内単身は？
見 守 り登録
約 ２ ，９ ００ 人
（一 人 暮 らし）
その他の福祉
？
サ ービ ス 利 用
一 人 暮 ら し総 数 １２ ，５ ７ ６人

痛ましい 孤独死は ︑増加し 択﹂する制 度へ︑自 分で声を
深 刻な社会 問題とな っていま 上げなけれ ばサービ ス利用で
す ︒背景に は︑高齢 化の進行 きません︒ 貧困も関 係し孤立
や 人暮ら しの増加 ︑地域の 化が進行す ることに つながり
つ ながりの 希薄化︑ 貧困問題︑ ます︒孤独 死の半数 は︑一人
個 々の事情 など複雑 な事情も 暮らし高齢 者︒区内 一人暮ら
あ ります︒ また高齢 者をめぐ し高齢者のうち見守り登録３︐
る 社会保障 政策の在 り方との ０００人弱 ︑介護福 祉サービ
関係も指摘されています︒
ス利用実態 は︑不明 です︒や
介護保険導入
はり一人暮 らし︑夫 婦のみの
で介護サービ
全高齢者世 帯への訪 問活動な
スは﹁自ら選
ど本格的に進めるべきです︒

荒川区の一人ぐらし高齢者の実態は
2015年 2010年 2005年 2000年 備考
8,588 6,964 国勢調査
単身高齢者数 12,576 10,870
25.7% 24.5%
21.6% 20.5% 国勢調査
高齢者人口比
高齢者人口 48,930 44,416 39,762 34,045 国勢調査
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６５歳以上孤独死（ 異常死）
２０１５年 東京監察医務院
総数
内単身者
２３区
5,321
3,116
荒川区
132
70

区民アンケートのご要望から

区民アンケートへのご協力ありがとうございま
す。身近な問題で改善してほしいことについてい
くつかご要望をいただいました。ご紹介して今後
改善のに向けて力を尽くしたいと思います。
①公園遊具が夏場熱くなり、子どもが火傷。材質など
改善してほしい。
東京都の乳幼児の火傷の調査
『火気を伴わないやけどの事例
として、公園遊具・機械式駐車
場等の金属部分（147件）、アスファルト（49件）』
などの回答。実際すべり台55度〜60度、鉄棒56度、
ブランコ60度などで肌の弱い乳幼児は、摩擦熱な
どで火傷を負う危険が伴います。注意の喚起と合
わせて、材質など改善策を求めていきます。
②尾久の原公園の街灯を増やしてほしい。
夜になっても多くのみなさんがウォーキングを
楽しむ尾久の原公園です。実態も調べて、街灯の
増設など求めていきたいと思います。

№ ６４４

荒川区議会予算に関する特別委員会（日程）
２月 23日(木)24日(金)28日（火）
３月 １日(水)３日（金）６日(月)７日（火）
９日（木）
10時から15時まで（24日は、10時15分から）
☆23日の冒頭、各会派の総括質疑が行われます
日本共産党は、相馬けんいち区議が代表し
て総括質疑に立ちます。三番目で11時頃から始
まる予定です。後日ケーブルテレビでも放送さ
れます。ぜひ傍聴にお出かけください。

２月 日の荒川区議会本会議で︑
西川区長は︑京成高架下について
﹃高架下の耐震工事は平成 年度
中に完了予定︑京成町屋駅から花
の木までの区間について駐輪場︑
保育園︑店舗などの活用を考えて
るとの回答︵京成から︶をいただ
いた︒区の中心に位置する場所で︑
有効活用できるように強く要求し
ていく﹄と述べました︒かつて人々
が暮らし︑仕事の場としてあった
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☆昔は高架下にたくさんの店舗と生活が
（上）今は何とも無機質空間ですが

区政報告
ニュース
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発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６
ﾒｰﾙ arajcp@tcn-cat
v.ne.jp
☆町屋相談室
荒川区町屋５−３−５
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横山幸次区議のホームペー
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をご覧下さい。横山幸次
で検索して下さい。

裏面 東尾久運動の整備、
「共謀罪」問題…など

３月６日(月)

空間ですが︑いまは︑がらんとし
た無機質空間です︒私も何度か議
会で質問してきました︒何とかま
ちづくりや地域の活性化につなげ
られないか⁝そんな思いは共通だ
と思います︒立ち退かざるを得な
かったみなさんの気持ちを考える
と︑区民の声が十分反映した活用
が望まれます︒
︵横山幸次︶

午後６時〜８時
横山区議事務所
弁護士と横山区議が相談をお受けし
ます。秘密は厳守します。お急ぎの場
合は、北千住法律事務所の相談日など
ご紹介します。
生活相談は、随時受付ています。
TEL&FAX ３８９５−０５０４
不在時は、留守電へ、後で連絡します。
区役所控室 ３８０２−４６２７

荒川区の数少ないスポーツ施
設である東尾久運動場︵旭電化
跡地︶の拡張工事がいよいよ始
まります︒昨年２月︑都区間の
基本協定で都が基盤整備︑区が
運動場整備することが決められ
ています︒
今後︑運動場の利用停止期間
を可能な限り短くするため︑都
による基盤整備工事︑区におけ
る運動場整備工事の２つの工事
を一体的かつ連続的に実施でき

︻
今後の予定︼

るように都と協議しています︒
現在︑都が基盤整備工事に係る
実施設計を行っているようです︒

☆２０１７ 年４月 実施 設計委
託︻区︼同 年５月 運動 場利用
停止・既存フェンス撤去工事の
着工︻区︼ ７月 基盤整 備工事
の着工︵２０１８年３月完了︶
︻都︼ 月 運動場整備着工
︵２０１８年８月完了︶︻区︼
☆２０１８年 ９月 運動場供用
開始
サッカーの公式コートも可能
になります︒可動式の観覧席も
設置されるようです︒ダイオキ
シン類の関係で樹木や電柱は根
元から切って全体を１ｍ盛り土
します︒最後まで区民︑関係者
の声︑意見を反映させた運動場
にしてほしいものです︒

熊本市は︑阿蘇山からの遊水
地も多く今回の地震で液状化現
象が多数発生しました︒また︑
益城町では川の両岸地域が地盤
沈下︒それまでの水
面以下に沈み込んで
いるところもありま
した︒そのため巨大
な土嚢が両岸の道に
沿って敷き詰められ
ていたのが印象的で
した︒
荒川区も隅田川に
接し︑地盤も軟弱な
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地域です︒液状化や地盤沈下が
生じないのか︑あらゆる可能性
への対策を痛感しました︒

安倍政権が、オリンピック開催を理由に持ち出してきた「テロ等準
備罪」。その仕組みは、実際の犯罪行為がなくても「市民が話し合い」
「相談し」「計画する」だけで処罰できる思想、言論取締法です。例
えば「原発反対デモで道を埋め尽くそう」などと話し合うだけで罰せ
られる可能性も出てきます。しかもどれが「テロ等準備罪」に当たる
かの判断は、捜査機関にあり、恣意的な判断も可能です。これらは、
監視社会への道でもあります。各界から批判が強まっていますが、今
回日本ペンクラブの反対声明をご紹介します。

日本ペンクラブ声明 「共謀罪に反対する」
ようやく日本でも﹁給付
型奨学金﹂ができるようで
す︒若者たちのたたかいが
動かした第一歩です︒しか
し安倍政権の給付型奨学金
の水準は︑ 若者
の願いから はか
け離れ︑給 付さ
れるのは２ 万人
で学生全体 のわ
ずか２ ･％︒他
国と比べる のが
恥ずかしく なる
水準です︒ 隣国
・韓国でも 割
近い学生が 受給
53
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共謀罪によってあなたの生活は監視され、
共謀罪によってあなたがテロリストに仕立てられる。
私たちは共謀罪の新設に反対します。

しています︒
税金の使い方を変えて︑
一気に世界基準に持ってい
きましょう︒

私たち日本ペンクラブは、いま国会で審議が進む「共謀罪（「テロ等組
織犯罪準備罪」）」の新設に強く反対する。過去の法案に対しても、全く
不要であるばかりか、社会の基盤を壊すものとして私たちは反対してきた
が、法案の本質が全く変わらない以上、その姿勢に微塵の違いもない。
過去に3度国会に上程され、いずれも廃案となった法案同様、いま準備
されている共謀罪は、事前に相談すると見なされただけでも処罰するとし
ている。これは、人の心の中に手を突っ込み、憲法で絶対的に保障されて
いる「内心の自由（思想信条の自由）」を侵害するものに他ならない。結
果として、表現の自由、集会・結社の自由など自分の意思を表明する、あ
るいは表明しない自由が根本から奪われてしまう。
しかも、現行法で、十分なテロ対策が可能であるにもかかわらず、共
謀罪を新設しなければ東京オリンピックを開催できないというのは、オリ
ンピックを人質にとった詭弁であり、オリンピックの政治的利用である。
このような法案を強引に成立させようとする政府の姿勢を許すわけには
いかない。法案の成立を断固阻止すべきである。
2017年2月15日 一般社団法人日本ペンクラブ 会長 浅田次郎
言論表現委員長 山田健太

