年末は、何かと気ぜわしい日 などに回収ボッ
が続きますが、大掃除もその一 クスを設置して
集めています。
つです。
荒川区は今年４月から粗大ご 来年４月からは燃えないごみの
みに含まれる鉄などの金属類の 回収車をプレス車から小型ダン
資源化を実施。家庭から収集後、 プに変更し割れないよう対策を
自転車や家電製品等を足立区の とる予定です。
業者に搬入し、鉄・アルミ・そ 「不燃ごみ」も資源化へ
の他に破砕分別し資源化、９月
また不燃ごみは、これまで北
末までの半年間で１４０㌧を処 区堀船の船舶中継所を通じて中
理しました。（左図）
央防波堤不燃ごみ処理センター
また蛍光管は現在、ゆいの森
・南千住図書館・あらかわエコ
センター・リサイクルセンター

３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク
ル）以外の「Ｒ」も大事です

もっと大事な「拡大生産者責任」…
多くのごみは、容器や包装など商品についてきます。
その処理は、自治体の税金で行っており、生産者の責
任は十分ではありません。「拡大生産者責任」は、生
産者にごみをつくらせない、ごみ処理にも責任を負わ
せるものです。法整備も含め大きな課題です。

90

最近、町屋斎場前の通りや都電通
りなどに自転車と矢印をかたどった
白い表示が目に付きます。名称は
「自転車ナビマーク」、東京だけの
独自の表示です。道路交通法で
定められた「自転車専用通行帯」
は、自転車以外の人やバイクや
車が走行すると違反になります。
それとは違い、「自転車ナビマー
ク」は、警視庁が自転車の安全
な通行を促すため、主として車
道の左側端つけているものです。

☆右が「自転車ナビ
マーク」、左は「自
転車専用通行帯」

自転車安全利用五原則
違反しても罰則はありません。この
マークにいろいろ意見はありますが、
自転車の安全運転を考えるきっかけ
になればと思います。（横山幸次）

①自転車は、車道が原則、歩道
は例外
②車道は左側を通行③歩道は歩
行者優先、自転車は車道寄りを
徐行④安全ルールを守る⑤子ど
もはヘルメット着用

№ ６７７

まで運び処理。今回護岸工事で
この施設が使えなくなることを
契機に、来年度から不燃ごみを
足立区内の産廃処理業者の人手
によって、小型家電類、金属類、
ガラス類、陶磁器類等品目資源
化することにしています。足立
区は、すでに同様の方法で不燃
ごみの ％を資源化しています。
年末には、大掃除などで粗大
ごみ含めて廃棄するものが出て
きます。この機会にゴミ問題を
考えてはいかがでしょうか。

ごみ減量では、３Ｒ（発生
抑制、再使用、再生利用）が
言われます。しかし他にも大
事な「Ｒ」があります。
①リフューズ（断る）過剰包装や不要なﾁﾗｼなど断る
②リペア（修理する）修理して長く使うなど重要です。
これ以外に、レンタル（借りる）、リフォーム（作り
直す）などがあります。家なども建て替えれば、前の
家はほとんどがゴミとなります。リペアとリフォーム
で長く使うことができます。ゴミゼロ社会へ「Ｒ」を
組み合わせたライフスタイルを考えてみませんか。

区政報告
ニュース

２０１７年１２月１０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 11月区議会の答弁、
銀行カードローン…など

新年は…

１月15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

園時受入れなど連携施設確保が
必要だが進んでいない。国の方

30日（木）

50分
１日（金）
12月

75分
４日（月）

20分
５日（火）

合計

「近くのＡＴＭで」「２４時間いつでも」…銀行各社カードロー
ンの宣伝文句。銀行カードローンは広がり、貸付残高は２０１３年
から急増、１６年は５兆４３７７億円。サラ金など貸金業者の貸付
残高の２倍以上です。カードローンを利用する理由は「生活費不足」
（３８・１％）が多数を占めます。「冠婚葬祭費」（６・５％）
「医療費」（５・６％）「住宅ローンの支払い」（４・１％）の合
計５４・３％が生活に困って借りています。（金融庁「貸金業利用
者に関する調査・研究」）
この下で自己破産も増加。
サラ金と同じ年収の「３分
の１」の総量規制など厳し
い規制とともに、困ったと
きに低利で借りられる公的
な融資の仕組みづくりなど
多重債務問題を再燃させな
い政府の責任が問われます。

生活保護支給額のＧＤＰ比率での比較です。
日本は2011年、他国は99年の数字です。これまで
のセーフティネットが機能しない日本と言われてき
ました。すでに軍事費はＧＤＰの１％。一方で、最
低生活の基準の生活保護は、あれこれ引き下げよう
としています。絶対に許せません。

園と学校のマッチングを支援す
る。」

5

33

開会中の荒川区議会、初日、
本会議の共産党（斉藤くに子区
議）代表質問と答弁の一部をお
知らせします。

12

認証園の施設改修・保育 針を踏まえ、支援を検討する。」
ママの補助者雇用・連携 認可園の人件費支出を手
施設の確保など支援を
厚く、処遇改善の指導を

24

０才児保育時間延長を

15分

【
問】
認可園の人件費を
手厚くし保育士の処遇
改善の指導を求める。
【答弁】「区の宿舎借
上げ補助、育英資金事
業創設などと、国・都の制度を
活用。各園の決算書や実績報告
に基づき保育士配置や個人ごと
の賃金改善など確認し、バラン
スのとれた職員配置や賃金改善
を要望、指導をしている。引き
続き保育士確保と処遇改善に努
める」
以前横山区議も質問しました
が、人件費割合が低い株式会社
もあり、保育の質向上と保育士
確保のために、処遇改善に運営
費を手厚くすべきです。

50分
29日（水）

【問】 才児の保育時間の必要 【
問】認証保育園の施設改修の公
な延長を行うこと。
的支援を求める。
【答弁要旨】「子どもの最善の 【答弁要旨】「認証園の施設改
利益を保障し、健やかな成長と 修助成は、都の認定施設でもあ
心の安定のため、ゼロ歳の間は、 り、第一義的には都が実施する
家庭で保護者と接する時間を長 ように区として要請する。」区
くと考え取り扱っている。しか も助成を検討すべきで、残念な
し、出産後早期に職場復帰され、 回答です。
保育 時 間 延 長 【問】保育ママの補助者雇用の助
の要 望 が 増 え、 成を求める。
ニー ズ も 多 様 【答弁要旨】「新制度の運営費
化 し て お り 、 に補助者加算が盛り込まれてお
時間 見 直 し の り、新制度への移行で実現がで
検 討 を か さ ね きる。」しかし現状でも支援が
て い る 。 安 全 必要だと思います。
確保の人員体制や 時間保育の 【
問】家庭的保育の連携施設確保
開始する月齢、補食の提供など の区としての支援を求める。
の利用条件について、すでに事 【答弁要旨】「事業者は自ら卒
業者と調整を進めている。一方
事業者の保育士維持の苦労を聞
いている。区としては、今後も
事業者の意見や区民のニーズを
踏まえ検討を進めていく。」こ
こ数年間、検討を重ねるとの答
弁を繰り返しており、実態に即
した事業者支援と条件整備をす
すめ実施に踏み切るべきです。
30分
28日（火）

保育園運動会会場調整を

11

月 日～ 月 日にかけて実施さ
れた認可保育園の申し込み状況です。
昨年、一次募集の最終合計は１１１
０名でしたのでやはり 名の増となっ
ています。この間、入園不承諾で待っ
ているお子さんもいて最終的な申込
み状況と年齢別集計などは、これか
らになります。またお知らせします。
区の報告では、申込み待ち時間が
昨年よりは改善。いずれにしても入
園希望に親身な相談など最後まで対
応を求めています。

20分
27日（月）

11

【問】保育園運動会の会場確保に
区の支援、調整を求める。
【答弁要旨】「運動会会場確保
に苦労しており、来年度から各

11月

24日（金）

122
116
96
105
67
120
180
92
898

17
54
32
34
15
12
53
28
245

139
170
128
139
82
132
233
120
1143

最大
待ち時間
50分
申込み人数
郵送
合計
窓口
保育園一次募集
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