☆右下は、京成が他自治体
でつくった高架下の保育園
…、右上は区内の建設予定
の高架下の現況…。
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☆私立認可保育園の開設支援
１６９，３７４千円
待機児童解消のため２カ所の開設を支援
☆基金積立金
２，５６４，３４７千円
２０１６年度決算で生じた決算剰余金の
全額を区の基金（貯金）に積み立てる

9月12日区議会本会議で
横山区議が質問します

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。

天候不順な日々が続き、残暑も
ぶり返してきましたが、いかがお
過ごしでしょうか。９月12日から始まる区議
会9月会議では、共産党区議団を代表して質問
に立つ予定です。子どもの貧困問題の解決、
第７期高齢者プラン策定での改善要求など区
民実態に立ち区政執行を正します。引き続く
みなさんのご支援をお願いいたします。

るとのことでした。今後の開設
に向けて十分な検証が必要です。
もう一つは、明治通り宮地交
９月 日からはじまる荒川区 基金積立金（左囲み参照）です。 差点に面した１階が「すき屋」
来年４月に向けた認可保育園 のビルの２階です。ここは一日
議会９月会議に２０１７年度一
般会計補正予算が提案されます。 の増設は、待機児童解消にとっ 中交通量が多く、排気ガスなど
大気汚染が心配です。やはり、
内容は、２カ所の私立認可保 て待ったなしの課題です。
同時に、子ども達が保育され 対策については万全の期してほ
育園の開
設 支 援 と る場所の環境についてきちんと しいものです。
対応すべき点があると思います。 もちろん園庭はありませんの
一つは、京成電鉄の高架下につ で代替えとして近くの公園を使
くられます。すでに京成電鉄は、 うことになります。保育園児の
船橋市などで高架下に認可保育 安全確保や十分な遊びができる
園をつくってきました。一番気 ような条件整備を区の責任で行
にな る騒音や 振動 対策は、 うことがますます重要となって
しっかりおこ なわれてい います。
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９月４日(月)

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

路の拡幅整備に合わせて電線地中
化をおこなうべきと質問したこと
があります。答弁は「トランスな
ど設置が必要で狭い道路では困難」
でした。しかし技術は進歩してい
ます。何と京都の先斗町でも地中
化実施されています。あの狭い路
地状のところでです。だったら区
内木造密集地でもできないはずが
ありません。
（横山幸次）

午後６時～８時
横山区議事務所

都電通りで電線類地中化の工事
が進んでいます。工事区間は、町
屋２丁目電停踏切から町屋駅交差
点までで、今年 月終了予定です。
熊野前までは終了しているので、
来年から電線が無くなるのでしょ
うか。電柱電線のない道路は、景
観だけでなく、災害時の安全確保
でも大変重要だと思います。
以前、木造密集地域での生活道

裏面 区議会９月会議の
日程や内容など…

2016年度一般会計決算
2016年度国保特別会計決算
2016年度後期高齢者特別会計決算
2016年度介護保険特別会計決算

概要
歳入1,002億２千万円、歳出977億４千万円
剰余金24億８千万円
歳入288億９千万、歳出286億円
剰余金２億９千万円
歳入43億８千万円、歳出43億３千万円
剰余金4,900万円
歳入160億３千万円、歳出156億６千万円
剰余金３億６千万円
保育所入所できない場合の育休の延長及び
再取得により２年まで可能に。

学童クラブの運営に関する条例の改定

汐入東小学童クラブの追加。定員70名。

一般会計補正予算第二回
国保・介護保険特別会計補正第二回

京成高架下保育園、西日暮里１丁目保育園
開設に１億6,900万円。基金積立て25.6億円。
国保・介護保険会計の清算７億1,300万円。

区民会館
日暮里サニーホール
ムーブ町屋
指 町屋文化センター
定
生涯学習センター
管
清里高原自然の家・ロッジ
理
者 夕やけこやけ保育園
の 南千住ふれあい館
指 山吹ふれあい館
定 町屋ふれあい館
に 尾久ふれあい館
つ 夕やけこやけふれあい館
い 区営住宅・さくらハイツ５カ所
て 自転車駐車場４カ所（南千住東
口・日暮里駅前・町屋・三河島駅
前）
区民住宅（町屋５丁目）
人権擁護委員推薦２名

㈱ケイミックスパブリックビジナス・５年間（新）
株式会社コングレ・５年間
株式会社コングレ・５年間
公益財団法人Ａｃｃ・５年間
株式会社読売・日本テレビ・５年間
株式会社旺栄・５年間（新）
社会福祉法人教信精舎・5年間
テンプスタッフ・ウイッシュ株式会社・５年間
Ｎｐｏ荒川区高年者クラブ連合会・５年間
社会福祉法人雲柱社・５年間
Ｎｐｏワーカーズコープ・５年間
社会福祉法人教信精舎・5年間
東京都住宅供給公社・５年間
日本コンピューター・ダイナミクス㈱・５年間
東京都住宅供給公社・５年間
村井泰雄、榊眞理子
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億円程度となっています。
問題は、こうした財政力を
区民生活優先に行かせたか
否かです。
共産党区議団は、決算審
査を通じ区民生活応援とと
もに、来年度予算への区民
要望実現と第７期介護保険
計画策定で保険料抑制と必
要なサービス確保の提案も
行います。
区長提出議案は、汐入東
小学童クラブの設置条例、
二カ所の保育園整備補助金
などの補正予算と各施設の
指定管理者の指定などが提
案されます（左表参照）。
みなさんのご意見をお寄
せください。

職員の育児休業の条例改定

荒川区議会９月会議が９月
日から 月 日まで開催されま
す。
今回区議会は、２０１６年度
予算の執行状況を審査する決算
特別委員会が開かれます。
昨年度は、「ゆいの森」建設
整備費 億円や宮前公園用地取
得 ・８億円、小中学校タブレッ
トＰＣ一人一台体制６億円（単
年度）などこれまでにない規模
の予算を計上し、歳入・歳出９
７０億円を見込んでいました。
実際は、「ゆいの森」や公園整
備などの費用がかさみ歳入決算
では、当初見込みより 億円伸
びて１，０００億円台に上りま
した。財政調整交付金や区民税
も増収で、基金の積立も２５０

区長提案・議案

９月会議日程表

ご存じだと思いますが、改めてこ
の数字をごらんになってどうお感じ
ですか。東京オリンピックで使う新
国立競技場建設にかかる整備費が、
２０００年代開催の過去５大会全て
のメーンスタジアム建設費用の合計
より多いのです。その前の１９８４
年のロサンゼルスオリンピ ッ
クは、金集めだけ 強調され て
い ます が 、一 方税金を 使わ な
かったオリンピックでした 。
競技場も古い競技場を修理 し
て使いました。
今回の日本は異常。招致 の
ときから虚偽の数字を上げて
い た ので はと の 疑 惑 も 問 題 に
な って き ま し た 。 森元 首 相 の
『国がたった２５００億円出

９月12日(火) ９時30分～ 全員協議会
10時～ 本会議
13日(水) 10時～ 本会議
14日(木) 10時～ 総務企画、福祉区民委員会
21日(木) 10時～ 子育て文教、建設環境委員会
25日(月)26日(火)28日(木)29日(金)
10月 2日(月)３日(火)５（木）10時～15時
決算特別委員会
13日(金) ９時30分～ 全員協議会
10時～ 本会議

せないのか！』という言葉が物語っ
ています。未だに、東日本大震災、
福島原発事故で避難生活を続け住宅
再建も生活再建もできない状況を考
えるにつけ２０２０年オリンピック
を簡素かつ平和の祭典にふさわしい
ものにすることが求められています。

シルバーパスの更新で今年も臨時窓口が開設されます
（下記一覧参照）。
いずれも東京都交通局（５３２０－６１３６）が担当
事業者として実施します。区の高齢者福祉課では、パス
発行ができませんのでご注意下さい。
また全体の問い合わせは、東京バス協会まで
６７５７－００７７、５３０８－６９５０まで

会場名
受付日
サンパール荒川
９／１，４，５
ムーブ町屋
９／６～８，１１～１３
アクト２１（男女平等センター） ９／１１～１５
荒木田ふれあい館
９／１４，１５
南千住駅前ふれあい館
９／１９～２２
日暮里サニーホール
９／２５～２７
尾久ふれあい館
９／２８，２９
※時間は、いずれも午前１０時から午後３時３０分まで

