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日本共産党区議団は︑新年
度予算案を検討︑区民の暮ら
し応援の施策が不十分として
６ 条例 を 議 員提 出 し まし た
︵左下一覧参照︶︒
１０００億円を越える予算
が組める荒川区です︒基金＝
貯金も引き続き３５０億円を
越 えて い ます ︒
６ 条例 の 実施 経
費 は３ 億 ８千 万
円 程度 で ︑実 施
す る財 源 はあ り
ます︒
区は ︑ 子ど も
の 貧困 対 策で タ
ブ レッ ト パソ コ
ン に毎 年 ６億 円
投 入し て いま す
が ︑就 学 援助 を

条件緩和︵生活保護の１・５
倍に引き上げ︶︑高齢者在宅
介護応援手当ともに各１億円
程度です︒６条例全体も予算
の０・ ％で実現できます︒
区民のくらしの実態からみ
て︑税金の使い方や優先順位
こそ問われているのです︒

高齢者在宅介護応援手当条例
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補聴器補助の決断を

くりは非常に重要﹂と答
弁しましたが︑具体化は
これからです︒

現在のふろ割200をふろ割100
高齢者入浴事業の実施に関する
にして(一回100円の負担)週2
条例
回に拡大する。
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加齢性難聴は︑社会生活の困難
拡大︑認知症のリスクを高めるこ
とが明らかになっています︒しか
し日本の補聴器の普及は︑ ％程
度︑欧米で 〜 ％と大きな差が
生じています︒
区の少なくない区
で購入補助を実施
しており︑区でも
実施するよう求め
ました︒

ニュースのバックナンバーも４年分
ＰＤＦでご覧になれます。検索で「横
山幸次」と入力して下さい。

裏面 横山区議の代表質問の紹介、まちの話題…など
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３月号外 発行 日本共産党荒川区議会区議団
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☆町屋相談室 荒川区町屋５−３−５ ℡３８９５−０５０４
E-mail:kouji.office@gmail.com

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
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日本共産党区議団が提出した条例案
現在の就学援助の基準を生活
就学援助の実施に関する条例
保護基準の1.2倍から1.5倍ま
で引き上げる。
子どもの医療費の助成に関する 中学生までの無料化を18才ま
条例の一部改正する条例
で拡大する。

いま︑一人暮らし高齢者の方が
増えており︑それが原因で社会的
孤立の要因が広がってり︑大きな
社会問題にもなっています︒
コミュニティーの場であった銭
湯などもなくなり︑近くにあった
ひろば館も統廃合で廃止︑ふれあ
い館のない地域もあります︒
区として空き家︑銭湯︑ひろば
館︑商店街などの地域資源を活用
し︑生活圏域の中に高齢のみなさ
んが地域でつながる﹁コミュニティー﹂
の場をつくる構想を策定し取り組
むことを求めました︒
区は︑﹁高齢者が相互にゆるや
かにつながることのできる場所づ
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２月 日開会 寄り添って安倍政権の消費税増税
の荒川区議会２ にノーというべきと求めましたが︑
月会議で任期最 自民︑公明が与党の区政は︑大増
後の代表質問を 税容認の姿勢を変えません︒こん
行いました︒こ な区政を変えたいとの決意をいっ
の 年間︑数々 そう強くしています︒
の質問をしてきましたが︑今回は
また私自身が区議会でこれまで
特別の思いがありました︒それは︑ 追求してきた︑子ども貧困解消︑
安倍政権による消費税大増税や９ 社会的孤立から高齢者を守る︑防
条改憲に抗い︑住民の命と暮らし 災・福祉のまちづくりなど取り上
を守る防波堤としての荒川区政の げましたが︑寄せられた声のうち
役割が今ほど求められているとき ほんのわずかです︒引き続き区民
はないと強く感じているからです︒ の声で区政を動かす立場を貫いて
荒川区が区民のくらしの大変さに 力を尽くします︒
︵横山︶
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在宅介護で要介護4、5の世帯
に月1万円の応援手当を支給
する。
現制度で設置工事一般世帯3
家具類の転倒及び落下防止器具
万円、高齢者等特例世帯5万
設置等の助成に関する条例
円に限度額を引き上げる。
区内業者が行うリフォーム工
住宅リフォームの促進及び区内
事で要した経費の5分の1で20
施工業者仕事づくり条例
万円を上限に助成する。
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質問する横山区議

24

14

政府の﹁基幹統計﹂に不正・誤 首相も否定できなくなっています︒
りなどが判明︒メディア世論調査 ＮＨＫ調査で﹁戦後最長の景気回
でも﹁政府統計の信頼が揺らいだ﹂ 復﹂を実感しないが ％︒こんな
﹁統計を信用できない﹂など国民 時に消費税増税など論外︒﹁増税
多数が大きな疑念を抱いています︒ されたら暮らせない﹂﹁商売がこ
これは区政含めた行政の信頼性を れで終わり﹂などの声が上がって
根幹から揺るがす大問題です︒
います︒増税の前提が崩れた中︑
昨年の 月会議で区
少なくとも統計不
は︑安倍政権の消費税
正の事実解明抜き
％増税について︑
の消費税 ％増税
﹁複数税率︑ポイント
には︑区として反
還元﹂などを﹁切れ目
対すべきと求めま
のない景気対策﹂と評
した︒
価し増税を容認︒安倍
しかし区は︑
政権は︑﹁賃金上昇﹂
﹁政府見解﹂を繰
など根拠に消費税増税
り返し︑またもや
を決めました︒ところ
増税を容認︑区民
が実質家計消費も実質
の願いに背を向け
賃金も低下など︑安倍
ました︒
10

☆荒川区政の各種情報・話題は…
横山幸次区議のホームページで

首都直下地震は︑向こう 年
間に ％の確率︒地震など自然
現象は防げませんが︑人知を結
集して地震による災害を最小限
にすることはできます︒
荒川区は︑全域に木造密集地
域が存在︑地震の被害想定が最
も大きい地域です︒そのため︑
都の不燃化特区事業が町屋︑尾
久地域︑荒川２︑４︑７丁目で
実施︒道路拡幅と同時に︑同地
域内で非耐震住宅の耐震化が重
要です︒しかしここが一番遅れ
ています︒最低限命を守るため
の対策が必要です︒
30

﹁ 評点 １を めざ す︑
命 を守 る観 点か らは
少 なく とも ０． ７以
上 を﹂ とし て部 分耐
震 化補 助な ど含 めた
多 様な 支援 を実 施し
ています︒
﹁一 人の 犠牲 者も
出 さな い﹂ ため ︑住
宅 耐震 化１ ００ ％︑
屋 内安 全対 策１ ００
％ をめ ざし 支援 を拡
充強化すべきです︒
その ため ︑当 面公
的住宅の建設も含めた全住民が

耐震不燃化された安全な住まい
で暮らすことを目標にしつつ︑
そこまでの間︑簡易耐震工事な
どにも補助を行うべきです︒

また︑最も災害危険度の高い
町屋２・３・４丁目や東尾久６
丁目の生活圏域には︑公共施設
など公共空間が学校以外ほとん
どありません︒一番
災害危険度が高い地
域だけに︑ふれあい
館などコミュニティー
・防災施設を早期に
優先して具体化する
ことを求めました︒
︵写真・荒木田ふれあい館︶

町屋４丁目付近ふれあい館
建設を急げ

荒川区・住宅耐震化率の現状・目標
2006年 2014年 2018年 目標(2020)
73.0% 82.3% 85.0%
95.0%

共産党区議団は︑最低限建物
倒壊を免れる評点０．７以上に
質問で就学援助基準を生活保
やはり実態をつかむことが子
する簡易耐震工事補助を求めて
きましたが︑区は︑古い住宅が 護の１・５倍まで対象拡大する ど も 貧 困 対 策 の 出 発 点 ︒ 都 の
残るとして拒否し続けています ︒ ことを求め︑義務教育無償化に ﹁子供の生活実態調査﹂で︑満
現状を放置すれば︑建物倒壊︑ ついて区の見解をただしました︒ 足に食料品が買えない家庭が予
火災による犠牲者だけでなく︑ ところが区は﹁教材教具﹂﹁チョー 想以上に多いことがわかりまし
延焼被害や避難通路の封鎖など クや画用紙など消耗品﹂﹁理科 た︒世田谷区は︑小学５︑中学
室の実験器具⁝など公費負担﹂ ２の子を持つ家庭生活実態アン
困難が拡大します︒
全国的には︑各家庭の経済事 しているので義務教育は無償と ケートを実施︑約３００世帯が
情などに合わせ︑簡易耐震工事 の見解を示しました︒しかしこ ﹁経済的に食材を購入できない
を含めた多様 れほど実態とかけ離れた話はあ ことがよくある﹂などわかり独
なメニューを りません︒毎月の学校徴収金︑ 自支援を予算化しました︒
こうした状況も踏まえ︑区と
実施している 制服︑体操着︑鍵盤ハモニカな
自治体も多く どなど大変な私費負担があるこ して①区内の子ども生活実態調
あります︒兵 とは周知のことです︒やはり義 査の実施・貧困改善目
庫県は︑木造 務教育完全無償化へ向け就学援 標を持つ②実態に即し
住宅の耐震リ 助の基準の緩和や学校給食無料 た経済的支援を含めた
対策などを求めました︒
フ ォ ー ム で 化など足を踏み出すべきです︒

命守り︑被害拡大防ぐ簡易
耐震補助を拒否する荒川区
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ようやく出来上がった町屋５丁
目電化通り沿いの都営住宅︒まだ
ほとんど入居していません︒これ
からどうなるのかと思っていると︑
同僚議員から﹁荒川７丁目の仲道
アパート１号棟建て替えで町屋５
丁目中心に移転﹂と聞きました︒
都は︑昨年 月に区に通知︑住民
10

◎私たちは住民のくらしと命を守るネットワークを
もっています…いつでもご相談を

「定例法律相談」は月一回開催。くらし、子育て、医療、
介護、雇用、税金など、国会、都議会の共産党議員団や各
分野の専門家とも連携し解決のために力をつくします。

には今年２月に説明会︑今年の秋
から冬にかけ移転︒高齢者中心に
１４０世帯ですが︑大変な１年に
なりそうです︒ ︵横山幸次︶

☆定例法律相談
毎月第１月曜･午後６時〜８時
横山幸次区議事務所

