共産党区議団は、子どもの貧
困対策の一つとして、義務教育
段階の保護者負担を軽減するた
めの対策を繰り返し求めてきま
した。
その理由は、日本国憲法 条
「義務教育無償」の原則を実現
するとともに、子育て世代の負
担を軽減し、子どもの貧困問題
解決を地方自治体から進めるた
めです。日本では、授業料と教
科書は無償ですが、多くの部分
が各家庭の負担です。
文部科学省の 年度の調査で
は、給食費の平均額は公立小
（中学年）で１人あたり年間約
４万７千円、公立中で約５万４
千円。副教材や修学旅行、ＰＴ
Ａ、制服など、給食費以外の学
14
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校関連の出費は、公立小で約５
万９千円、公立中で 万９千円
です。合わせると小学校 万円
以上、中学校 万円以上になり
ます。いずれも学校に通い授業
を受けるための必需品です。当
然無償化すべきものばかりです。
給食は、食育の重要性も指摘さ
れ教育の一環そのものです。
憲法の要請を実現する取り組
み は、 国 任せ
で はで き ませ
ん。暮らしの
現場に最も近
い地方自治体
の取り組みが
重要です。
荒川区で、
予算の０．７
％程度振り向
け るこ と で、
学 校給 食費無
償化や 入学祝
い 金な ど も実
現できます。
実現に向け力
を尽くします。

共産党区議団の具体的提案
事業内容
予算額
入学祝い金支給（小学２万円中学３万円）
７，７０２万円
小中学校給食無料化
４億２，８９２万円
給付型奨学金制度（月額高校5000円大学15000円） １億３，１０６万円
１８歳まで医療費無料化（現在は１５歳まで）
４，８８６万円
合計
６億８，５８６万円

区政報告
ニュース
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№ ６３３

12
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●経済財政諮問会議民間議員が「学校
給食無料化」提言…年間５１２０億円
今年３月開催の経済財政諮問会議（議長・
安倍首相）で民間議員が、国内総生産（ＧＤ
Ｐ）600兆円目標や子育て世代への支援拡充の
一環で、政府に学校給食の無料化を検討する
よう求めました。文部科学省の調査に基づく
試算では、給食無料化で財源は年間5120億円
規模が必要になります。

☆学校給食無料化・補助制度の広がり…
全日本教職員組合が昨年、全国の１７４０市
区町村対象の調査（回答率５９％）では、①１
９９自治体が給食費の補助制度有り、５割強が
１２年度以降に開始。１９９自治体のうち４５
自治体は全児童生徒を対象に全額補助していた。
また、教材、制服など含め完全無
償化に踏み出した自治体も生まれて
います。

月６日投票の荒川区長選挙は、 郎氏（現職）でした。（上表参照）
無所属で日本共産党推薦、「明る
この選挙で現職陣営は、４党相
い革新区政をつくる会」のもぎ正 乗りで、憲法問題や原発再稼働、
道氏が前回を下回る低投票率のも 豊洲市場問題等には一切触れませ
と、１２，１４８票、 ・ ％の んでした。一方、もぎ陣営は、憲
得票を得ました。当選は西川太一 法をくらしと区政に生かす、暮ら
しの防波堤として予算の使い方を
変え、小中学校入学祝金、学校給
食無料化、介護保険料軽減や一人
暮らし高齢者風呂券復活など総額
億円規模の具体的提案を行いま
した。低投票率という点では、区
議会の対応も問われます。とりわ
け区政が共産党を除くオール与党
で区長提案を無修正で通過させて
きました。共産党区議団は、議会
と して のチ ェ ッ
ク 機能 の発 揮 と
積 極的 な提 案 を
さ らに 強化 し 、
み なさ んの 願 い
実 現に 力を 尽 く
します。
（横山幸次）
２０１６年１１月６日投票 ７日開票 荒川区長選挙
2 0 1 6 年1 1 月6 日
2 0 1 2 年1 1 月1 1 日
当日有権者数
当日有権者数
165,338
159,037
投票率30.440％
投票率31.66％
得票数（率％）
得票数（率％）

もぎ正道

（無、日本共産党推せん）

西川太一郎

（無、自民・公明・民進荒川支部推薦）

合 計
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２０１６年１１月１３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。

裏面 災害時のトイレ
対策、区の情報など…

吉田きいち

12,148
(24.65)

37,126
(75.34)
49,274

（無効票 1,050）

11,619
(23.49)

自・公・民
・生活推せん

37,844
(76.50)
49,463

（無効票 ８８９）
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24
65

12月５日(月)
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
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自然災害はいつ起きてもおか
しくありません。いざというと
きに備え、家庭内でも備蓄をし
ておくことが大切です。いま備
蓄方法として専門家も勧める、

☆ローリングストックとは「ローリング（rol
ling）＝回転、ころがす」と「ストック（sto
ck）＝蓄える、貯める」

使ったら補充の「ローリングス
トック法」が注目を集めていま
す。方法は簡単で、普段の買い
置き食品を増やし、一定の期間
で消費し買い足していくもので
す。無理なく、賞味期限を気に
せずにストックできそうです。
また携帯トイレ（断水や排水
不可となった洋式便器等に設置
して使用する、し尿をためるた
めの袋）の備蓄も必要です。
屋 内安 全 対
策と 合わ せて
各ご 家庭で 検
討してはいか
がでしょうか。

認可保育園２０１７年４月入園申込みは
１１月２４日から集中受付を実施

「プレミア（10％）付き区内共通お買物券」が
11月27日に発売されます

新潟県知事選で原発再稼働
に反対を表明した候補が勝利。
根底には、県民の柏崎刈羽原
発再稼働反対の声がありまし
た。全国的にも多数の国民が
原発再稼働に反対、原発ゼロ
の意思を表明しています。福
島原発事故でいまだに 万人
近い方々が避難生活、事故収
束の 見通 し もつい
て お らず 当 然 の 結
論です。
この明白な世論
に従えないのでは、
民主主義国家とは
いえません。

☆受付期間
２０１６年１１月２４日(木曜）～１２月５日まで(月曜)
（※土、日は除きます）
☆受付時間
午前８時３０分から午後７時まで
☆受付場所
区役所本庁舎２階１５番保育課窓口
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町屋地域には、
阪神淡路、東日本大震災問わ
ず、災害時のトイレ問題は極め 町屋 二丁 目 公 園
（下写 真 ）をは
て深刻な問題です。
町屋二丁目公園には、被災時 じめ６カ所 個
にトイレを設置するため、手動 のマ ン ホ ー ルト
の井戸と小型マンホール５つと イレ が 設 置 され
が一列に並んでいます。手漕ぎ ています。
ポンプで枡に水をためて、一気
もちろ んこれ
に５つのマンホールに水を流し だけではとても足りません。他
て処理する仕組みです。
に東京都下水道局が下水管を直
まず、マンホールの蓋を開け、 接利用した「マンホールトイレ」
テントを組み立てます。組立式 を設定しています。避難所など
テントとマンホールを開ける道 の近くに集中的に設置している 下水道局のマンホールトイレ
具などは、学校などの備蓄倉庫 ようです。
白◯内のブルーチップが目印
にあり、一定の訓練も必要そう
です。トイレを利用する時には、
水を流すタイミングもあり、人
手が必要です。

町屋地域のマンホールトイレ設置場所
名称
所在地
マンホール数
1 町屋一丁目防災広場 町屋１－１２
５穴
2 町屋二丁目公園
町屋２－１５
５穴
3 町屋第四児童遊園 町屋３－１０
５穴
4 町屋四丁目児童遊園 町屋４－１３－１６
３穴
5 町屋七丁目公園
町屋７－１６－６
３穴
6 町屋八丁目防災広場 町屋８－３
５穴
合計
２６穴

☆発売開始 １１月２７日（日）午前１０時から
☆購入限度額 一人５万円（５万５千円相当）
☆販売場所 各商店街（２２カ所）
町屋地域付近の販売場所は…
ちょっと まちや サンポップまちや正面入口
まちやアベニュー リサイクルショップなんでも屋
旭電化通り商光会商店街
旭商事
尾竹橋通り三栄会商店街 テングヤ洋品店

