今年３月︑２０１５年度から
２０１９年度までの﹁子ども子
育て支援計画﹂で計画と実績が
％以上乖離した項目の見直し
がおこなわれました︒
その結果︑保育と学童クラブ
のほとんどが見直しとなりまし
た︒しかし見直しても０︑１︑
２歳児については︑今後２年間︑
保育が不足している状況のまま
の計画です︵下表︶︒しかも保
育の確保数については︑認証保
育園や保育ママを入れた数字に
なっています︒結局多くの不承
諾を前提にした計画です︒
またこの間は︑規制緩和で本
来の保育定員以上を受け入れて
きました︒人間としての成長に
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計 予測数
390
385
画 確保数
464
478
実績数
516
506
実
確保数
454
471
績
実績比 132.31% 131.43%

381
479

375
⇒
479

②保育 １〜２歳（全区）

535
508

540
538

《計画の見直し後》

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

計 予測数
1,935
1,975
画 確保数
1,967
2,017
実績数
2,098
2,201
実
確保数
1,941
2,032
績
実績比 108.42% 111.44%

2018年度 2019年度

1,954
2,022

1,930
⇒
2,037

③保育 ３〜５歳（全区）

2018年度 2019年度

2,222
2,164

2,234
2,265

《計画の見直し後》

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

2018年度 2019年度

計 予測数
2,388
2,431
2,504
2,599
2,842
2,938
⇒
画 確保数
2,941
3,009
3,009
3,009
3,321
3,522
実績数
2,682
2,851
実
確保数
2,911
3,078
績
実績比 112.31% 117.28%
※区の支援計画見直し版から作成（2015年度は省略）
原本では、予測数＝量の見込み、実績数＝実利用量など
0、1、2歳児の確保数は認証保育園、保育ママを含めた数字

桜の季節があっという間に駆け
足で︑それもいつもより早い時期
に駆け抜けていきました︒しかし
よくしたもので︑かわってここぞ
とばかりに︑つつじ︵区の花︶︑
藤など春の花が一気に咲き始め︑
人々の目を楽しませています︒こ
ちらも幾分早いのではと感じるの
は気のせいでしょうか︒そのあと︑
５月 中旬 か
ら６ 月上 旬
にかけては︑
都電 沿線 の
バラ の植 栽

上は、軒先に咲いた藤の花。下は横
山事務所前の植え込みのつつじ…！

す︒さらに区内のマンション建
設が多く予定されており各地域
も予断を許しません︒
とって最も大事な乳幼児期は︑
そのため①基本的に認可保育
やり直しがきかないだけに保育 園で今後の予測数を受け入れる
の質の確保も改めて問われます︒ ことを目標にした保育園整備を
マンション建設などを見こ 行う②その際︑民間頼みだけで
なく区直営での緊急対応も含め
した対応を
た対策を実施する③保育の質を
定める区としての﹁ガイドライ
ン﹂を策定するなど必要です︒

《計画の見直し後》

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

同時に︑地域別に見ると尾久
地域と日暮里地域が計画上も今
後深刻な事態が予測されていま

保育に関する見直しについて
①保育 ０歳（全区）
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町屋事務所のメールアド
レスを変更しました。
kouji.office@gmail.com
です…

裏面 特殊詐欺被害の
増加と防止策…など

５月７日(月)

が見ごろを迎えます︒バラは秋に
もう一度花をつけますので二度楽
しめる花です︒ところで︑区の花
は現在﹁つつじ﹂ですが︑区議会
で﹁バラを区の花にしてはどうか﹂
という意見が一部出されています︒
確かに都電とバラというイメージ
で区をアピールすることは︑よい
ことと思います︒しかしバラがあ
るのは主に都電沿線︒つつじは︑
区道の植え込みなど多くの場所で
見ることができます︒さてみなさ
んはどうお感じでしょうか︒
︵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。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

オレオレ詐欺など特殊詐欺被 づつとなっています︒
害が全都的にも２０１７年中に
最近多い手口が︑①警察署な
前年比で件数 ％増︑被害額で どの刑事を名乗って﹁個人情報
％増など大幅な増加していま が洩れている︒口座保護のため
す︒荒川区でも︑昨年件数で
金融庁職員が向かうので通帳︑
・７％像︑被害額で７︐０００ キャッシュカードを渡して﹂②
万円から１億７︐０００万円と 息子や孫を語り﹁ミカン︵メロ
１１６・５％増加となっていま ン︑いちご︶を送った﹂といっ
す︒すでに区内では︑今年１〜 て信用させ﹁会社のトラブル︑
３月ですでに特殊詐欺被害が
小切手紛失で大変﹂などといっ
件発生し総額２︐２２７万円も て通帳キャッシュカード︑現金
被害がでています︒︵下表参照︶ を受け取る⁝などのようです︒
被害にあったのは︑ 才代︑
区は︑啓発︑注意喚起など各
才代の女性が各５人︑ 才代 種取り組みをすすめていますが︑
でお一人︑合計 人が女性です︒ 直接的に防止できる区の電話自
男性も 才代︑ 才代で各１名 動通話録音機を対象全世帯に普
60

73

70 11

70

90

44
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65歳以上の方がお住まいの世帯に、電話自動通話録音機を
無料でご提供。振り込め詐欺対策のほか、しつこいセールス
や勧誘にも効果を発揮します。
対象 区内にお住まいで、65歳以上の方が居住する世帯
※注釈 65歳未満の方が同居していても構いません
問合せ 生活安全課生活安全係
自動通話録音機専用電話番号 電話：03-3891-8883
電話自動通話録音機の概要
電話機に接続するだけで「この電話は、振り込め詐欺等の犯
罪被害防止のため自動録音されま
す。」という警告メッセージが流
れ、会話を自動的に録音
録音時間（60時間）
録音件数（2,000件）
場所を取らないコンパクトサイズ
（縦10㎝×横12㎝×厚さ3㎝程度
左写真）
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電話自動通話録音機は被害防止に効果を発揮
荒川区は、無料で提供しています…

及するための独自の手だてを
とるべきです︒︵左上囲み︶

政府がないと言ってきた自衛 戦前悲惨な戦争へ突入した前夜
隊のイラクサマワ派遣部隊の日 と同じ景色に見えてなりません︒
報︒いま次々と出てきました︒ そして自衛隊の 代幹部が野党
派遣当時の国会で当時の小泉首 国会議員を﹁お前は国民の敵だ﹂
相は﹁戦闘地域ではない﹂と強 と罵るという異常な事態も起こ
弁︒しかし出てきた日報には︑ りました︒旧帝国軍隊で言えば︑
﹁戦闘が拡大﹂との記述︒サマ
代の青年将校が︑気にくわな
ワ宿営地と
い政治家に
周辺に迫撃
﹁天誅﹂を加
砲弾などの
えた歴史的出
攻撃が多発
来事に通底す
した時期の日報はわずか２日間 るとの見方は杞憂なのでしょう
だけ︒公表された日報︵黒塗り か︒かつてない異常事態は︑安
多数︶だけ見ても周辺で苛烈な 倍政権下で起こっています︒絶
戦闘が起り︑自衛隊が戦闘の危 対に﹁いつか来た道﹂にさせな
機に直面していたことは明白︒ い︑憲法９条を守る意義もます
都合の悪い﹁軍事情報﹂が隠さ ます重要になっていると感じる
れ︑隠蔽︑ねつ造された歴史は︑ 今日この頃です︒
︵横山︶

東京商工リサーチは︑４
月９日︑２０１７年度の介
護サービス事業者の倒産件
数が１１５件に上り︑過去
最多となったことを発表し
ました︒深刻な人材不
足や介護報酬に対する
マイナス改定︑事業所
間の競争激化などを背
景に︑﹁資金力や経営
力が乏しい事業者の淘
汰が進んだ﹂と東京商
工リサーチは分析︒今
回の調査結果は﹁倒産﹂
のみですが︑実際には
廃業︑撤退を選んでい
る事業者も相当数に上
るとみられています︒
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このままで持続したサー
ビス提供可能か︑荒川区内
は大丈夫なのか？大問題で
す︒介護職員の処遇改善な
ど緊急課題となっています︒
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