日から区議会９月会

№ ７０８
億円増の

arajcp@tcn-catv.ne.jp

３５２億円に達しています︒
介護・医療の 負担軽減や子
ども貧困対策︑ 産業振興など
くらし応援に計 画的に振り向
ける財源は十分 にあります︒
引き続きくらし 最優先の予算
編成を求めて力を尽くします︒

一 昨 年 度と 比 べ 約

区政報告
ニュース
この 間︑共産党 区議団は ︑
区民の 声で区政を 動かす立 場
をつら ぬき︑区民 の声をま っ
すぐ区 政に届けて きました ︒
そして この９月会 議も含め て
共産党 区議団が繰 り返し議 会
論戦で 取り上げ求 めてきた 切
実な要求が実現しました︒
９月 会議以前に ︑就学援 助
入学準 備金を小中 とも２月 支
給︑ 準要 保護
の金 額引 き上
げ︑ 酷暑 対策
とし てエ アコ
ン設 置助 成が

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…

実現 ︒また本 会議で区は ①シ
ルバ ー人材セ ンターに分 配金
を 月１日 の最低賃金改定に
合わ せて引き 上げる②小 規模
事業 者への設 備投資補助 事業
の改善︵区内事業継続 年を
５年に短縮など︶と答弁︒
こ れらは︑ 以前から共 産党
区議 団が取り 上げて実現 を求
めてきたものです︒
道 理ある切 実な暮らし の願
いは ︑必ず実 現できると いう
のが 私たちの 確信です︒ 引き
続き みなさん お声をお寄 せく
ださい︒
︵横山幸次︶

裏面 区政トピックス、
日本の教育費…など
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午後６時〜８時

地下鉄千代田線の駅には︑どこ
もホームドアが設置されていませ
んでした︵支線の北綾瀬︑綾瀬０
番ホーム除く︶︒この度︑代々木
公園駅で設置・ 月から使用開始
のようです︒ところで千代田線の
出勤時間帯で最も混雑している駅
は︑どうも北千住駅と町屋駅のよ
うです︒とある統計だと朝の代々
木上原方面で北千住や町屋が混雑
レベル５＝乗れないことがある︑
レベル４〜５＝ぎゅうぎゅう状態
が午前８時台で続くとなっていま
す︒やはり危険です︒東京メトロ

10月１ 日(月)

☆上はすでに設置された銀
座線上野駅、下は千代田線
町屋駅です。早く設置を！

２０１８年９月１６日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６
25

☆横山区議事務所
荒川区町屋５−３−５
℡３８９５−０５０４
Ｅメールアドレス
kouji.office@gmail.com
☆9月19日(水)10時から
総務企画委員会・福祉区民委員会
☆9月20日(木)10時から
文教子育て委員会・建設環境委員会
☆9月25日(火)26日(水)28日(金)
10月1日(月)2日(火)4日(木)5日(金)
10時から決算特別委員会
☆10月17日(水)本会議
10
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基金残高
起債残高
２０１７年度 ３５２億５，０４４万円 １８６億６，９６２万円
２０１６年度 ３２７億２，９０３万円 １９８億１，９６２万円
※基金＝区の貯金 起債＝区の借金
※いずれの数字も千円以下切り捨て

区議会９月会議の日程
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９月

歳入
歳出
実質収支
２０１７年度
９４４億４，４１１万円
９２０億９，２８３万円 ２３億１，３１８万円
２０１６年度 １，００２億２，４７４万円
９７７億４，０５７万円 ２４億８，２５０万円
※実質収支＝決算剰余金（その年の黒字分 歳入−歳出−翌年度繰越分）
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議がはじまりました︒この議
会では︑２０１７年度の決算
の審査を行うことが最も大き
な議案であり︑９月 日から
７日間の日程で決算特別委員
会が開かれ︑その後の区の予
算編成に大きな影響を与えま
す︒２０１７年
度の決算概要を
見ると 億円余
の黒字︑基金
︵貯金︶残高も
2017年度荒川区一般会計決算に見る区の財政状況（各年度末）

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

で確認すると計画を見直し２０１
９年に千代田線全駅でホームドア
整備を完了する計画のようです︒
視覚障害の方を含め安全に交通機
関を利用できる対策として待った
なしです︒またＪＲや京成電鉄な
ど全ての鉄道事業者の最優先課題
にするべき事業です︒︵横山幸次︶

横山区議事務所

日暮里繊維街活性化をめざす「日暮里活性化施設」
と老朽化した尾久図書館の建て替え工事の1回目の入
札が全社辞退で不調。改めて９月に条件を緩和して
行った２回目の入札も不調となりました。その結果
両施設とも完成が大幅に遅れそうです。
なぜ各社が辞退したのか、区が各社から聞き取っ
た話では、現場管理人など技術者が揃わないなどあ
げているようです。しかし人件費や資材の高騰、
「オリンピック」がらみの要因はなかったのか？地
元では早期完成を望む声が強いことも確かです。し
かし２回連続不調という異常事態です。原因をしっ
かり分析し、適切な対応方針を持つことが必要です。

（仮称）日暮里活性化施設建設 （仮称）新尾久図書館
東日暮里６丁目（繊維街）
工期 ２０２０年４月末
契約方法 単体企業又は２社で結
成のJV…制限付き一般競争
予定価格 779,209,200円（税込）
建物概要
鉄骨造 地上５階
延床面積 ２，０１５㎡
入札経過等（９月５日）
８社２JV（建設共同企業体）が参加
１社が予定価格超過、残り９は辞退

東尾久８丁目
工期 ２０２０年２月２８日
契約方法 区内企業１社を含む
JV…制限付き一般競争
予定価格 879,314,400円（税込）
建物概要
鉄骨造 一部鉄筋 地上２階
延床面積 ２，０９６㎡
入札経過等（９月６日）
４JV（建設共同企業体）が参加
４JVとも辞退

認可保育園の来年４月入園の申込
み期間が早くなります。例年４月入
園の申込受付は、11月24日から12月5
日頃に行っていましたが、来年の４
月入園については、以下の期間に変
更しますので注意してください。

申込期間
2018年10月30日（火曜）
〜11月12日（月曜）
申込みの詳細は、10月上旬から荒川区内の各保育園・子育て支援部
保育課入園相談係(2階15番窓口)で配布予定の２０１９年度保育園入
園のご案内のほか、区報やホームページなどで確認してください。
【お問合せ】保育課入園相談係 3802-3111 内線3825〜7

65才以上要支援２までの方で、一人で体を洗ったり湯船に入ったり
することは出来るけれど、転んだりしないかなど不安がある方を対象
に、銭湯に見守り支援員(１回１カ所２時間位：介護保険の身体介護
報酬で算定)を派遣します。また、銭湯の行き帰りも心配と言う方に
は区登録のボランティアさんがご一緒します。
実施銭湯は各地域一カ所で、週２回、定員は男女各
５名を予定しています。入浴料は自己負担となります。
週１回でも２
南千住
草津湯
南 千 住 7- 2 6 - 2
回でも利用でき
荒川
野崎湯
荒 川 2-29-2
るようですが、
町屋
タ イム リ ゾ ー ト 町 屋 4-4-1
尾久
梅の湯
西 尾 久 2- 1 3 - 2
この際ふろ割20
日暮里
斉藤湯
東 日 暮 里 6-59-2
0も週2回拡充し
9月 1日 か ら 利 用 者 受 付 開 始
9月 20日 過 ぎ に 支 援 員 派 遣 事 業 者 決 定
てはどうでしょ
10月 中 旬 か ら 事 業 開 始
うか。
※ 問 合 せ ：高 齢 者 福 祉 課 3802-3111内 線 2676

※いずれも予定価格は事前公表
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現 在︑ 区立 の通 所サ ービ スセ ン
ター は９ カ所 あり ます が︑ 荒川 東
部︵ 認知 デイ ︶西 尾久 西部 ︵一 般
デイ ・認 知デ イ︶ サン ハイ ム︵ 一
般デ ィ︶ 西日 暮里 ︵一 般デ イ︶ の
廃止 案が 提案 され まし た︒ 民間 デ
イサー ビス︵ 通所介 護︶が カ所
以上 あり ︑区 立の 利用 率低 下が 続
いていることが理由です︒
し かし 廃止 され る西 尾久 西部 は
民間が 多い中 でも利 用率 ％ ︑障
害者 施設 の定 員拡 大の 必要 性は あ
りま すが ︑送 迎が あっ ても 東日 暮
里へ利用者が移れるでしょうか︒
認 知デ イは どこ も利 用者 が少 な
く︑ ４年 前に 花の 木・ ３年 前に サ
83

60

区立通所サービスセンター(ディサービス)利用率【

は認知ディ】

施設名

法人名

グリーンハイム

聖風会

40

80.4%

73.9%

62.7%

サンハイム

上宮から
カメリア会

35

80.7%

90.4%

80.4%

(2017年度か
ら変更)

12

18.4%

上智

40

花の木

定員 2014年度 2015年度 2016年度 201７年度

12

70.3%
廃止

廃止
70.2%
廃止

廃止
65.6%
廃止

64.6%
78.5%
廃止
65.5%
廃止

西日暮里

聖風会

40

82.1%

75.4%

76.4%

75.3%

町屋

聖風会

40

80.7%

78.0%

78.0%

67.0%

南千住中部

聖風会

30

86.4%

78.1%

72.7%

73.4%

東日暮里

福祉事業会

40

64.2%

64.9%

62.6%

59.1%

12

29.6%

25.3%

23.8%

31.8%

35

76.4%

86.4%

78.9%

80.6%

10

34.6%

36.5%

36.1%

49.2%

35

67.8%

84.0%

83.3%

82.9%

10

20.7%

21.0%

17.5%

16.2%

荒川東部

西尾久西部

社協

社協

ンハイムで廃止︒認知デイは利用
料が１・５倍のため利用者が少な
いのです︒また今回町屋は︑廃止
さ れませ んが ︑ 将来 的に は区 立は
全廃する方向性も出されています︒
みなさ んの ご 意見 をお 寄せ くだ
さい︒

経済協力開発機構︵ＯＥＣ 的支出の割合が最も高かった
Ｄ︶は９月 日︑小学校から のはノルウェーの６・３％︒
大学までに相当する教育機関 フィンランド５・６％︑アイ
に対する公的支出状況などを スランド５・５％︑ベルギー
調査した結果を公表しました︒ ５・４％⁝︒
２０１５年の加盟各国の国内
日本共産党は︑公的支出を
総生産︵ＧＤＰ︶に占める支 ＯＥＣＤ平均まで引き上げ︑
出割合を見ると︑日本は２・ 少人数学級推進︑無償教育の
９％︑比較可能な カ国中で 拡充を求めています︒
２年連続最下位でした︒
なおＯＥＣＤ平均は４・
２％︒
一方︑日本の子どもに
かかる学校関連の費用総
額は︑小学から大学まで
で一人１万２１２０ドル︑
各国平均の１万３９１ド
ルを上回っています︒公
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