便器
小学校名
洋式化率
尾久小
100%
三瑞小
一日小
100%
二峡小
来年２月
二日小
汐入東
100％
来年２月
六日小
六瑞小
100％
来年９月
三峡小
赤土小
100％
来年10月
七峡田
汐入小
100％
来年10月
尾久西
二瑞小
100％
来年11月
ひぐらし小
大門小
100％
尾久宮前
94.1%
五峡小
九峡小
80.0%
四峡小
瑞光小
78.9%
尾久六
三日小
74.4%
峡田小

小学校名

便器
洋式化率
72.0%
67.9%

学校トイレは、「汚い・臭い 床も増えてきています。給排水
・暗い」の３Ｋなどといわれて 管の大規模改修に合わせてトイ
きました。学校の改修要望の一 レ改修がすすみ、洋式化工事も
番にあがる学校トイレでしたが、 順次計画されています（左表参
この間、明るく、入りやすいト 照）。和式が多い学校は、順次
改善していくことになります。
イレに変わりつつあります。
また、洋式化の要望も強く、
避難所機能としても
洋式化が主流になっていますが、 トイレ改善は緊急課題
和式も一定残すべきという意見
また学校は災害時の避難所で
もあります。自宅ではほとんど す。乳幼児から障害者、高齢者
が洋式で、学校でトイレをガマ も避難生活を送ることを想定し
ンする理由して「知られたくな て様式化とともに「だれでもト
い」などとともに「和式だから」 イレ（オストメイト対応機能も）」
があげられています。トイレを なども含めた整備をすすめるべ
ガマンする子どもがいたのでは、
きです。
健康上も問題です。
メンテナンスも大切で、乾式

☆洋式化をはじめとした学校ト
イレの改善事例

区政報告
ニュース

№ ６３５

62.5%
58.6%
57.9%
56.1%
53.7%
47.2%
46.8%
45.8%
44.8%
42.4%

荒川区議会11月会議日程
本会議１１月２９日(火)１０時～代表質問
（日本共産党区議団は、11時頃、小林議員）
１１月３０日(水)１０時から質問など
総務企画委員会・区民福祉委員会
１１月２日(金)１０時～
文教子育て委員会・建設環境委員会
１１月５日(月)１０時～

本会議１２月１３日(火)１０時～

秋になると、都内でも紅葉の有
名スポットに多くの人が足を向け
ます。神宮外苑のイチョウ並木や
新宿御苑、後楽園、六義園などが
有名です。有名どころだけでなく
身近に観られるところも多くあり
ます。荒川区内でも赤や黄色に彩
られた木々が見られ、人々の目を
楽しませています。もちろん、有
名どころと比べるようもありませ
んが、それでもなかなかの景色を
見せてくれます。私が一番好きな
ところは、荒川公園（区役所前）

☆モノクロですが、イチョウの葉
が道路に積もっているので、何と
か雰囲気は伝わるかな？

便器
洋式化率
尾久八幡
75.40%
第７中
71.40%
第９中
64.60%
第５中
57.10%
第３中
53.80%
第４中
51.00%
第１中
50.70%
諏訪台
44.40%
原
39.50%
南千住第２
32.20%
中学校名

２０１６年１１月２７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 区議会質問要綱、粗
大ごみなど値上げ案…など

12月５日(月)

です。議員控室のある５階ベラン
ダからの眺めもいいのですが、明
治通りから庁舎までの短い距離の
イチョウ並木も素敵ですよ。歴史
的な初雪もありましたが、紅葉の
季節は今が盛りです （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

区の粗大ゴミと事業系ゴミ
の処理手数料３年毎の見直しに
よる値上げが 月会議に提案さ
れます。
ゴミも減り、地域経済も大変
な中で区民や事業者の負担増は、
やはりきびしいものになりそう
です。やはり値上げを見送って
欲しいというのが、区民、事業
者の声ではないでしょうか。

粗大ごみ値上げ…(家庭ゴミで一辺３０㎝角以上のもの)

23

例・家具・ふとん・家電製品（テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、エアコン、パソコン除く）
など。

●［粗大ごみ受付センター］5296-7000 月～土曜日午前８時～午後７時まで
・申込んで料金を聞き、ごみ処理券を取扱い商店、コンビニで購入

11

・ネット申し込み ：http://sodai.tokyokankyo.or.jp/ 日曜・祝日24時間
●ゴミ出しは… ごみ処理券に名前か受付番号を書いて目立つところに貼る。
収集日の朝８時までに自宅前かマンション粗大ごみ置き場へ。
●手数料減免 天災被害の方・生活保護・児童扶養手当受給・老齢福祉年金受給等の方

現在
値上げ案
１０㎏以内
３００円
４００円
２０㎏以内
７００円
８００円
３０㎏以内 １０００円 ⇒ １２００円
５０㎏以内 １８００円
１８００円
７０㎏以内 ２５００円
２８００円
※詳しい品目は、区のホームページ
など参照してください。重さだけでなく
幅や高さなどによって異なります。

事業系ごみ袋

10㍑・橙色、10枚セット

現行

改定後

値上げ幅

690円

760円

70円

20㍑・赤色、10枚セット 1,380円

1,520円

140円

45㍑・青紫、10枚セット 3,100円

3,420円

320円

70㍑・緑色、５枚セット

2,610円

210円

2,415円

ごみ処理券の区内販売数は、２
０１５年約 億１５００万円で
単純計算で値上げ率９・６％で
総額１０００万円程度の負担増
に。３年ごとに１割近い値上げ
の繰り返しはやはりおおきな負
担増です。地域経済に与える影
響も少なくありません。

粗大ゴミの処理手数料

1

防止補助を改めて周知し本格的な推進をすること。
(3)すべての子どもたちに教育の保障を
１１月２９日から１２月１３日まで開かれる荒川区議会
１１月会議は、区長選を受けた最初の議会。この議会では、
私どもが、区長選で訴えた、憲法をくらしと区政に生かす、
誰もが安心して住み続けるための提案など、公約の実現の
ために力を尽くします。引き続きみなさんのご意見をお寄
せください。

(1)区長の基本姿勢を問う
①荒川区の平和都市宣言は核兵器
廃絶を明確にした非核平和都市宣
言に発展させ、政府にもその決意
を求めること。
②憲法を区政のすみずみに生かした区政運営を進めるこ
とが大切になっていると思うが区長の認識を求める。
③基金と事務執行のあり方を改めて問う。基金を命と暮

①義務教育はもとより高等学校など
も完全無償化に近づけていくべきと
思うが認識を伺う。
②学校給食の無償化を検討すること。
③就学援助の拡充、入学準備金の前
倒し支給を検討、実施すること。
④国の計画している給付型奨学金は不十分であり拡大を
求めるとともに、区としても独自の給付型奨学金制度を
検討、実施すること。
(4)高齢者が安心して住み続けられるために
①要介護1、2の方に対する利用料
引き上げに反対すること。
②低所得者の介護保険料の負担軽
減策を検討すること。
③特養ホームの増設をはじめ介護
施設整備の促進計画を明らかにす

ること。
らしを守る施策に積極的に活用すること。
(2) 予防を重視した震災対策に思いきって取り組むこと。 ④在宅でも安心して住み続けられるように介護保険サー
①総合危険度の大幅改善へむけ、すべての木造家屋を把 ビスに上乗せできる荒川区の独自サービスを検討実施す
握して耐震化のための個別の処方箋を示して事業を促進
すること。そのためにも従前居住

ること。
(5)女子医大東医療センターの

者用住宅の大幅な確保を行うこと。 区内存続について区長の決意
②無接道住宅対策や簡易補強工事 を問う。
への助成なども検討すること。
③感震ブレーカー補助、家具転倒

