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２００の拡充・就学援助の引上
げ・入学祝い金・ 才までの子

荒川区の２０１８年度予算案 暮らしの大変さに寄り添う︑あ
が︑発表されました︒
らたな応援対策は残念ながら︑
一 般 会 計 で 総 額 ９ ９ ５ 億 円 見当たりません︒
︵前年比４４億円・４．６％増︶
日本共産党区議団は︑介護保
と過去最大規模となっています︒ 険料の低所得者軽減・ふろわり
その要因には︑２０２０年完成
に合わせたあらかわ遊園や総合

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。

☆区の基金︵貯金︶と区債︵借金︶です︒
今年度︑来年度は︑予算額のグラフで少
なく見積もっています︒しかし決算の出
ている２０１６年度を見ると︑基金３２
７億円ですが︑当初予算段階では︑２０
０億円台でした︒その後決算での使い残
し︵剰余金︶などを全額積み上げたり︑
当初見込んだ基金取り崩しが少なくなる
などで３００億円台をキープしています︒
過度な積み立ての見直しも課題です︒

裏面 区立幼稚園で預か
り保育モデル実施…など

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

し入れを受けました︒懇談の中で
要望の切実さとともに︑共産党区
議団が繰り返し議会質問で実現を
求めてきた内容ですが︑区民のみ
なさんの取り組みと結んだとき一
気に区政を動かすことになりまし
た︵区は再来年度から︑可能園は
来年 度 途 中か ら ︶ ︒ あら た め て
﹁区民の声で区政を動かす﹂とい
うわが区議団の立場の重要性を実
感した瞬間でした︒ ︵横山幸次︶

午後６時〜８時
横山区議事務所

区のゼロ歳児保育の時間延長な
ど求めネット署名など取り組んで
いる﹁荒川区の子育て環境を考え
る会﹂は︑２月１日に﹁現在８時
分から午後５時までとなってい
る０才児の保育時間を延長し︑荒
川区の認可保育園で 時間保育を
年齢に関わらず可能な限り早く実
現して下さい﹂との議会陳情書を
提出︒その後︑２月３日︑会の代
表の方から直接陳情についての申

３月５日(月)

11

２０１８年２月１１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
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感震ブレーカー・自動点灯ライトの無料配布【2,174万円】
銭湯を活用した生活支援【442万円】
保育園整備【17億9959万円】
保育園午睡安全対策【2,548万円】
学校体育館に空調設備の設置【932万円】
児童相談所の開設準備と里親登録普及等【6億725万円】
産後ケアの拡充【1,024万円】
総合スポーツセンター大規模改修【13億8551万円】
協力家庭ショートスティ【217万円】
電話代行サービス・遠隔手話通訳サービス【586万円】
手話言語条例制定【298万円】
タブレット端末で多元語対応【669万円】
区内創業支援強化【275万円】
街なか図書館整備【177万円】
新尾久図書館整備【5億4320万円】
ファッションデザイナー創業支援施設開設準備【570万円】
荒川遊園リニューアル【7億5442万円】

新年度予算案…主な新規事業
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区政報告
ニュース
スポーツセンターの大規模改修︑ ども医療費無料化・シルバーパ
児童相談所︑新尾久図書館の開 スの負担軽減・住宅リフォーム
設工事などいっせいに始まるこ 助成・奨学資金条例改正などの
となどが目立っています︵私立 提案を今年も行います︒みなさ
認可保育園の開設による運営費 んのご意見をお寄せください︒
の増要因︶︒
また予算全体では︑新規
事業もありますが︑区民の

☆なぜオリンピックま
でなのでしょうか。他
の老朽施設は…？

実施期間・時間 通常午後２時〜午後６時

・仕出し弁当などを検討したが、給食提供は現状では無理との結論)

※11月の入園募集時に申込。
※定員オーバーの時は就労等の状況を調整
したうえで抽選の予定

保育料 月額利用 4,100円

日額利用 ３才から５才で１０名

職員体制 3〜5才児のクラス担任(常勤教諭)が

ローテーションで1名＋非常勤教諭3名

(支援が必要な園児がいれば＋臨時職員)

★モデル実施にあたり、現在の３才児クラス担任の
非常勤2名対応を常勤１にする。
★学校校長の園長兼任から、専属園長を配置する。

れまでの非常勤２名は継続する
ことで︑預かり保育を実施する
予定です︒様々な課題が出てき
そうですが︑区立幼稚園の良さ
を失わないように条件整備をし
たいものです︒
保育園の待機児対策の一つで
すが︑先生の配置や行き届いた
保育・教育環境の条件整備が問
われます︒区立で初めての試み
です︒人的体制・別途の予算措
置・保育室や備品の整備・研修
体制などしっかり整えることが
必要です︒区立・私立︑保育園︑
幼稚園を問わず︑子どもたちの
育ちの環境をもっと豊かにする
立場での取り組みがいっそう求
められます︒

400円(夏休み等長期休業期間は830円)
日額利用
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定員 月額利用 ３才から５才で２５名
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(土日祝日、年末年始、開園記念日はなし)
■お弁当持参(ひぐらし小学校調理室からの配食・給食設備増設

預かり保育︵教育︶のモデ
ル実施園は︑未就学人口の動向
やこれまでの保育園不承諾数︑
学校校舎内幼稚園では午後５時
以降機械警備になること︑独立
園舎であることの両面から検討
した結果︑日暮里幼稚園に決定
し︑準備をすすめることになり
ました︒
預かり保育は︑３〜５才児合
同で︑月極定員 人と日極定員
人を預かり︑最大 名となり
ます︒
月額利用料４︐１００円︑日
額利用料４００円︵長期休業日
は８３０円︶︒先生の配置は︑
３才児クラス担任・非常勤２名
↓正規常勤一名になります︒こ
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現在の区立 東日暮里保 育園
︵三河島駅側︶を移転新築
︵職員住宅西 日暮里寮と 障害
者グループホ ーム︑西日 暮里
二丁目北児童 遊跡︶する にあ
たって︑公設 公営から民 設民
営に変更しま す︒今回︑ 建設
と運営の事業 者に﹁︵社 福︶
ゆうゆう﹂に決まりました︒
荒川区は︑ 公立園の移 転・
建替えで民間 に移す方針 を今
後もすすめようとしています ︒
現在の私立 園︵プラス１︶
公立 園︵マイナス１︶のバ
ランスは保つ 必要がある ので
はないでしょうか︒
28

東京 都育英資金は第 一連帯保
証人 は父または母日 本学生機
構も 父母・兄弟姉妹 ・叔父叔
母です︒
貸付 は生徒本人です ︒連帯保
証人 も父母で良いの ではない
でしょうか︒

連帯保障人：区内在住・職業
を有することが条件

高校 進学で頑張りた いと学習
意欲 を持っている生 徒には貸
付をして上げたい︒

平均３以上の成績要件
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２月15日(木)10時〜 本会議 小島議員（共）が代表質問
20日(火)10時〜 本会議 一般質問・安部議員（共）
21日(水)10時〜 総務企画委員会、福祉区民委員会
22日(木)10時〜 文教子育て委員会、建設環境委員会
26日(月)28日（水）10時〜15時 予算特別委員会
３月１日(木)５日（月）６日(火)８日（木）９日（金）
12日（月）10時〜15時 予算特別委員会
14日(水)10時〜 幹事長会 11時〜議運委員会
15日(木)10時〜 本会議

２０１６年の﹁名 目雇 に重た い負担となって お
用 者報酬﹂︵額面︶ は︑ り格差 と貧困を拡大す る
４年間で 兆８千億円増︒ 要因の 一つです︒社会 保
し かし手取り額にあ たる 障・所 得の再配分で貧 困
﹁ 可処分所得﹂は７ 兆９ が拡大 する︒日本の異 常
千 億円増︒額面で増 えた な状態を正さねば⁝︒
分 の半 分が ︑税
や 社会 保険 料の
増 額で 消え てし
ま いま す︒ これ
が 家計 を圧 迫し
て いま す︒ 税の
累 進は 大幅 に緩
和 され てい ます
し ︑保 険料 は︑
上 限額 があ り︑
富 裕層 には 軽く
な って いま す︒
社 会保 障の 値上
げ は︑ 低所 得層

区議会が２月15日〜３月15日まで開会。新年度予算の
審議を行う予算特別委員会などが開かれます。新年度予
算は９９５億円（前年度比４.６％増）でスポセン、荒川
遊園のリニューアルなど大型予算になっています。
介護保険料・国保料などの値上げ条例や保育料の最高
階層の上乗せ条例も提案されます。共産党区議団は、区
民生活第一でさまざまな提案も行います。
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