年々、保育園入園希望者が増
加。保育園を増設してきました
が依然不足しています。今年の
待機児は１６４人と報告されま
した。しかし、入園できなかっ
た児童数から、厚生労働省の除
外規定で待機児数を１２０人も
少なく見せています。実際は、
認証保育園や保育ママを利用出
来た方を除いた２８４人
が保育サービスを受けら
れませんでした。

地域別・年齢別待機児童数（２０１６年度）
０歳児 １歳児 ２歳児 ３～５歳児 計 増減
南千住
0
23
1
0
24 18
荒川
1
11
2
0
14
8
町屋
8
9
1
0
18 11
尾久
19
20
2
0
41 23
日暮里
26
26
15
0
67 56
計
54
89
21
0 164 116

後も決して楽観は
でき ませ ん。 対策
が後手に回ったり、
地域別では、一時期大変だっ
規制 緩和 によ る詰
た南千住地域は０才児は落ち着 め込みでなく、安全で豊かな成
きましたが、１才児が 名です。 長を保障する保育の実施こそ区
その一方で、日暮里、尾久地域 や国求められる課題です。引き
で待機児童が増加しています。 続き待機児童ゼロへ本気の対応
町屋地域も 人の待機児童です を求めたいと思います。
が、入れなかったみなさんが
とても心配です。またこの間
マンション建設などもあり今

認可保育園待機児童数などの推移
2014年度 2015年度 2 0 1 6 年度 増減
1 ,2 6 0
1 ,3 4 4
1,483
139
認可保育園申込者数
1,041
1,041
1,077
36
入園承諾数
219
303
406
103
入園不承諾数
47
42
29 ▲13
認証保育所
不 保育ママ
79
82
93
11
承
①単独園希望
19
11
24
13
諾 その他＝ ②隣接園空きあり
44
54
28 ▲26
数 （待機児 ③内定取り消し
8
10
1
▲9
の 童から除 ④書類不備
7
6
4
▲2
内 外）
⑤育休延長
7
20
13
▲7
訳
⑥求職活動中止
－
30
50
20
その他合計
85
131
120 ▲11
待機児童数
8
48
164
116
※増減は、２０１５年度との対比
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政府による待機児童隠しとは…
今後の保育園増設計画
△今年７月・定員12名小規模施
設（東日暮里2丁目）11月・定
員53名認可園（荒川2丁目）
△来年４月・定員162名認可園
（汐入公園内）定員102名認可
園（東日暮里2丁目）定員60名
認可園（西尾久3丁目）、10月
・定員50名（西日暮里2丁目）

区政報告
ニュース

①居住地、保育園との距離や通勤経路
などによって第１～５希望までのすべ
ての希望園に入れないのに、「通園時
間20～30分以内の地域に保育園の空あ
り」のために待機児扱いされない。
②「一園のみ希望」した場合も除外。
③希望園に入れないために内定取り下
げした場合も、待機児のカウントから
除外。「調査時に求職活動を中断」の
場合も同様。

23

№ ６１７

２０１６年５月２９日
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
℡３８９５－０５０４
ﾒｰﾙ yoko1951@aol.jp
横山幸次区議のホームペー
ジ・ブログ・ツイッター
をご覧下さい。横山幸次
で検索して下さい。

未だやまない熊本地震。最近の
報道では、南海トラフの震源想定
域で「ひずみ」という地震を引き
起こす力が広い範囲で蓄積されて
いることが海上保安庁の調査でわ
かったという報道を目にしました。
巨大自然現象への備え、原発のこ
となど頭をよぎりました。
さて熊本地震でも明らかですが、
復旧から生活をはじめとした復興
へは、多くの関門があります。と
くに、建物の応急危険度判定、前
回・半壊・一部損壊など確定して
罹災証明を発行、被災地での健康
相談・避難所などの衛生管理など

裏面 高齢者見守りで
民間事業者と協定など

６月６日(月)

多くの公務員が必要です。復興が
進まない要因に、現地の人手＝公
務員不足が上げられています。荒
川区も建物危険度判定員、保健師、
罹災証明発行支援など専門職員９
名を派遣しています。「行革」の
名で公務員削減が全国で行われ、
先進国でも人口あたりの公務員の
数は最低です。その影響は災害な
ど非常時にあらわれます。公務労
働のあり方について再考すべき時
ではないでしょうか。 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

(1)ヤマト運輸株式会社(宅配業)
(2)株式会社セブンイレブン・ジャパン(宅配業)
(3)生活協同組合コープみらい東京都本部(宅配生協)
(4)生活協同組合パルシステム東京(宅配生協)
(5)東都生活協同組合(宅配生協)
(6)生活クラブ生活協同組合(宅配生協)
(7)東京ほくと医療生活協同組合(医療生協)
(8)東京ふれあい医療生活協同組合(医療生協)
(9)布亀株式会社(牛乳配達業)

※これまでの見守りに関する協定締結事業者
▽新聞販売店（ひとり暮らし高齢者見守り）
▽東電、東ガス、水道局（生活困窮者への対応）
▽郵便局、しんきん協議会、都住宅供給公社（見守り）

荒川区の公式フェイスブックで「空
き巣に注意」…区内で「空き巣、事務
所荒らしの被害」増大…と警告
区内において、空き巣・事務所荒らしの被害
が増えているようです。「ベランダを伝って部屋に侵入し、
下着を盗まれる被害が連続で発生しているほか、お店のレ
ジが破壊され現金が盗まれる被害も発生しています。ご注
意ください！！」とのことです。
【空き巣対策】
・わずかな外出時や高層階のベランダ側の窓も必ず施錠を
・防犯フィルム、センサーライト、防犯カメラ、補助錠等
を設置
・業務終了後、店内・事務所内に現金を置かないように
問合せ 荒川区生活安全課 ３８０２－３１１１ 内線494

高齢者の老後を巡って様々 結します。一つでも多くの
な課題があります。中でも一 見守りは必要です。区の一
人暮らし高齢者の増加、社会 人暮らし高齢者は１万人超、
的孤立、老後貧困など最近大 高齢者のみ世帯１万７千人。
きな社会問題になっています。 区の見守り登録が５千人弱。
荒川区は、各地域包括支援 もちろん元気で社会と繋がっ
センターに人も配置して「見 てくらし方も多くおられます。
問題は、社会的に孤立した
守りステーション」を設置。
また地域の見守り活動の一環 方へ行政としてどう手をさし
として区民生活に関連する民 のべるかです。孤独死など生
間事業者との間で「見守り協 まないために、区としての実
定」を結んできました。これ 態調査、社会的孤立を防ぐた
までの新聞、電気などライフ めに、介護、医療、生活、住
宅など必要な支援から「排除」
ラインに加え、今回、
されている高齢者を一人もつ
宅配業者、宅配生協、
くらない対策と具体化が急が
医療生協、牛乳配達
れます。
の９事業者と協定締

今回協定を結んだ事業者

見守りネットワーク登録

荒川区の一人暮らし高齢者（国勢調査）
現在 ２０１０年 ２００５年

６５歳以上単身高齢者
６５歳以上の割合
総人口割合
夫婦とも６５歳以上世帯
高齢者世帯総数
高齢者世帯率

戦争法廃止…６月までに２０００万署名
達成をめざしています…ご協力を
戦争させない・９条壊すな！総がかり実行委員会は、戦争
法廃止に向け６月末をめざし引き続き２０００万をめざして
署名の取り組みを呼びかけています。
請願事項は、①戦争法である「平和安全保障関連法」をす
みやかに廃止してください②立憲主義の原則を堅持し、憲法
９条を守り、いかしてください…です。
署名用紙は、総がかり実行委員会のホームページ（http://
sogakari.com）からもダウンロードできます。また横山幸次
区議事務所にも置い
てありますのでお問
い合わせ下さい。
また署名用紙の投
函ポストを横山事務
所に設置しました。
みなさんの引き続
くご協力をお願いし
ます。

？ 10,870 8,588
？ 24.5% 21.6%
？
5.3%
4.5%
？ 5,825 5,258
？ 16,695 13,846
？ 17.4% 16.1%

２０１４年 ２０１５年

登録者数
4,961 4,911
単身世帯 3,024 2,961
高齢者の
内
979
976
み世帯
訳
日中独居
570
574
その他
388
400
※65歳以下や65歳以上の同
居人がいる、同居人が障害
者など…

荒川総合スポーツセンターは、築32年経過、この間毎年のよ
うに給排水管破裂やプール室の金具の墜落などで利用停止になっ
てきました。老朽化と塩素使用など傷みの原因になっており、
外壁改修や空調設備も劣化してきています。そこで、大規模改
修とリニューアルをいよいよ決断することになりました。
劣化調査と基本設計、実
施設計に２年かかり、2019
年３月に着工、翌年2020年
オリンピックの年の３月竣
工の予定です。
問題は、利用停止期間を
どう短縮するか、また、利
用停止期間の区民体育大会
やバスケット大会、キンボール大会などな
ど代替え施設をどうするか課題です。
エレベーターを大型化、トイレ改善、武
道場の空調などこの際必要な改善を行うべ
きです。大規模改修によってあと30年は使
用する計画です。みなさんのご意見なども
お寄せください。

