４月 日︑荒川区議会福祉区
民生活委員会で︑住宅宿泊事業
の運営に関する条例︵﹁民泊条
例﹂︶︑旅館業法施行条例の一
部改正が審議され︑いずれも可
決︑ 日の本会議で可決成立す
ることになりました︵内容は左
下一覧参照︶︒この条例は︑住
宅に宿泊料をとって宿泊させる
ことを合法化した﹁住宅宿泊事
業法﹂︵﹁民泊新法﹂︶６月
日施行を前に︑木造密集地域が
大半を占め人口密度も高いな
ど荒川区の特性から必要な規

インターネットサイト
では、区内でも多くの
民泊物件が…
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25

旅館業の許可がないと
全て違法民泊です

15

条例の内容
区内全域
月曜日正午〜土曜日正午
制限する期間 までは宿泊事業禁止（祝
日を除く）。
事業者は、近隣住民に事
近隣住民説明 業開始前に周知する（７日
前まで）
区として届出内容を公表
届出住宅の公表
する。
制限する地域

廃棄物処理責任
苦情への対応
緊急対応

「民泊」新法
区域の制限なし
年間１８０日まで宿
泊事業ができる
法に規定無し
法に規定無し

事業者が自らごみを適正
法に規定無し
に処理する。
事業者は、苦情内容の対
応を記録、３年間保管す 法に規定無し
る。
家主不在型の場合１㎞以
法に規定無し
内に管理者が常駐。

荒川区旅館業法施行条例の概要
条例改正内容
営業者の遵守義 営業時間中に営業従事者
務
を常駐
簡易宿所についても玄関
簡易宿所の玄関
帳場の設置（営業時間中
帳場
の営業従事者の常駐も）
旅館業を経営する際、近
標識の設置
隣住民に計画を周知する
旅館業の許可申請予定者
説明会の開催 の近隣住民への説明会や
戸別訪問で計画を説明

これまで指導事項
を義務化
これまで指導事項
を義務化
これまで指導事項
を義務化

季節が駆け足で進んでいる様子
は︑街中の草花を見ているとよく
わかります︒桜がいつもより早く
咲き葉桜となり︑沿道のツツジが
満開となる中︑今度は都電沿線の
バラがぼつぼつと咲き始めました︒
ほとんどはまだ蕾の状態ですが︑
あちらこちらに花を開いたものが
目に入ります︒通常は５月中旬頃
からが見ごろといわれていますが︑
バラの場合︑今年の天候の影響は
ないのでしょうか︒
ところで︑毎年好評の﹁あらか
わバラの市﹂が今年は︑５月 日

19

︵土︶に開催されます︒ 周年だ
そうです︒もうそんなになります
か︒その日に合わせて︑都電沿線
のバラの花も満開になればよいの
ですが⁝︒
︵横山幸次︶

☆バラの花も早いものは咲
き始めています

備考
これまで指導事項
を義務化

ています︒政府は︑旅館業法の
施行令︵規制緩和︶を改定︑最
低客室数の廃止や玄関帳場の基
制を加えることで︑住民の生活 準等を緩和しました︒そのため
環境をまもるためのものです︒ 違法民泊を﹁ホテル・旅館﹂と
全国的に違法民泊︵旅館業の 看板を付け替える懸念を指摘し
許可を得ない︶が横行︑騒音︑ ましたが︑区は各施設に玄関帳
ゴミ出しトラブル︑火災や犯罪 場と人の常駐を義務付けている
など大きな社会問題になってい ので︑簡単に変更は出来ないと
ます︒﹁民泊新法﹂は︑そうし の見解を示しました︒今後抜け
た違法民泊を届け出だけで認め︑ 穴がないように区として確認を
旅館経営と違い安全︑衛生など していくと答弁しています︒
の規制も受けません︒
いずれにしても﹁住んでよし︑
区の﹁民泊条例﹂では︑区内 訪れてよし﹂の荒川区していく
全域で平日の宿泊事業を禁止し 取り組みが必要です︒

荒川区「民泊」条例の概要

10

区政報告
ニュース

№ ６９２
２０１８年４月２９日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６
arajcp@tcn-catv.ne.
jp
☆横山区議事務所
荒川区町屋５−３−５
℡３８９５−０５０４
kouji.office@gmail.com

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 5月7日から都営
住宅募集開始…など

５月７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。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

4

4

５月７日（月）から１５日（火）

配布場所は、区役所・施設管理課・１階総合案内、各区民事務所、
ふれあい館、ムーブ町屋、日暮里サニーホール
☆申し込み

住宅供給公社に郵送で ５月１７日（木）必着
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建築予定戸数
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259

町屋

竣工戸数

西尾久

254

311

東日暮里

200

100

0

285

89

南千住

355

85

西日暮里

☆募集戸数
世帯向け （一般募集住宅） ２，３５０戸
区内募集 町屋８丁目１戸、東日暮里１丁目３戸、町屋６丁目２
戸（以上単身も可） 西尾久８丁目１戸、町屋５丁目１戸
※改良住宅 町屋６丁目５戸、荒川８丁目１１戸（以上単身可）、
荒川７丁目仲道２戸、町屋６丁目１戸※再開発住宅 南千住８丁目
１戸、南千住８丁目第５ ２戸
【改良、再開発は収入基準に違いがあります】
若年夫婦・子育て世帯向け （定期使用） ７５０戸
区内募集 南千住８丁目１戸、南千住４丁目１戸
病死発見が遅れた住宅など ３００戸
西尾久４丁目１戸（単身可）、南千住４丁目１戸
※申込書の書き込みなどお手伝いします。ご連絡ください。

４月 日︑東京視力障害者
協会︵東視協：事務所は西尾
久︶のみなさん︑日本共産党
山添参議院議員と共産党区議
団も一緒に日暮里駅の調査が
行われました︒ホームドアも
山手線だ
けで京浜
東北線に
はありま
せん︒ホームドアは︑視力障
害者だけでなく︑誰にとって
も必要なものです︒ホームド
アだけでなく障害者にとって
利用しずらい箇所がたくさん
あったようです︒ホームドア
設置スピードを上げ︑バリア

63

います︒
施設整備も必要になるだけに将
今年３月までに完成した地域 来も見据えた︑都市計画の再検
別のマンション件数は︑町屋地 証︑再検討が必要です︒
域など２〜５棟ですが︑東日暮
里は 棟になっています︒
建築中も各地域２〜４棟あり︑
今後の計画も荒川︑東尾久地域
には大きなものはありませんが︑
その他の地域では︑建設が続き
ます︒建設戸数でも東・西日暮
里地域で約６００戸をはじめ区
内合計で︑ワンルーム含めて１︐
５００戸以上となっています︒
荒川区は︑結果として︑これ
まで住宅を中心にした大規模な
駅前再開発をまちづくりの軸と
して推進した経緯があります︒
人口増加は︑さまざまな公共

☆申込書配布期間

12

した︒
経済格差が命の格差にな
らない対策が必要です︒

フリーを促進するために︑鉄
道事業者は︑駅ビル開発より
も先にホームドア設置にお金
を振り向けるべきだし︑国や
東京都の予算ももっと増額す
べきです︒最近のＪＲの主要
駅は︑ホー
ムの安全よ
り︑エキナ
カ店舗整備
にお金が振り向けられ︑駅ビ
ル開発が優先されているよう
に感じるのは私だけではない
はずです︒これは︑東京メト
ロなど他の鉄道事業者にも考
えてほしい問題でもあります︒
︵横山︶

全日本民主医療機関連合
会︵全日本民医連︶は︑経
済的理由で治療が遅れ死亡
した事例が２０１７年に
件あったと 日公表
死亡事例の ％が無職
です︒非正規労働者と自
営業を含めると ％にの
ぼりました︒
受診時に無保険や窓口
で医療費 割負担の資格
証明書などだったのは
例で︑経済的困窮による
ものが半数以上でした︒
一方 で ︑ 正規 の 保険 証
を持ちながら医療費の窓
口負担が重く︑治療中断
・未受診の事例もありま

.
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東日暮里 西日暮里
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南千住

荒川

町屋

東尾久
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2
2
2

3
4
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2
2
0
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2
2
2

建築中
竣工

11
2
2
5
5

新たな届出

総務省の発表では︑首都圏な
ど都市部の人口が増加し︑地方
の人口は減少し続けています︒
歴代自民党政権のもとで︑５次
にわたり策定されてきた全国総
合開発計画は﹁国土の均衡ある
発展﹂を標榜していましたが︑
実際には大企業本位の開発行政
が主軸となり︑東京を中心にし
た一極集中を生み出しました︒
その結果︑地方の疲弊︑山間部
の荒廃の一方︑東京への人と富
の集中が加速しています︒
もっとバランスのとれた暮ら
し・国土のあり方が問われてい
るのではないでしょうか︒
バブル期からみると区内のマ
ンション建築は︑少し落ち着い
てきたものの︑まだまだ続いて

2018年３月現在のマンション建設
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