政府は︑ 月から消費税増税 が定める指導監督の基準を満た が︑公立幼稚園・保育園の無償
を前提に幼児教育・保育﹁無償 す場合が対象︒しかし５年間は 化財源は全額区負担︑公立園廃
化﹂を予定︒内容を見てみます︒ 経過措置とし基準を満たしてな 止・民営化に拍車がかかること
︻
対象︼ ３歳児〜５歳児で︑幼 くても無償化の対象になります︒ が懸念されています︒
稚園︑保育所などが対象です︒ ︻給食費は除外︼ 給食費は︑実
ま た 多 く の 問 題 点 が指 摘さ れ
︵左表参照︶認可外施設は︑国 費負担になります︒給食費の主 ており︑改善が急がれます︒
食分は︑都補助があり︑副食費 ①無償化で希望者増加も想定さ
を実費徴収します︒
れ︑保育所増設がさらに必要︒
なお３歳児以上の副食費４５ ②保育士の低賃金︑保育士不足︑
００円︑第３子と所得３６０万 園庭のない保育園増加など処遇
円未満︵荒川区Ｄ４階層まで︶ 改善や環境整備など保育の質の
は︑無料で負担増にはならない 確保が置き去りにされてないか︒
措置があります︒
③ 低 所 得 層 で は ︑ 現 在も 保育 料
︻
公立園は全額区負担︼ 私立保 が無料の世帯も多く︑結局消費

「幼児教育無償化」でどうなる？

認可園

認可外

幼稚園
認可保育所
認定こども園
障害児発達
支援

認証保育所
企業型保育所
保育ママ
ベビーシッター
幼稚園預かり保育
ファミリーサポート
月3万7000円を上
限に補助

3〜5歳

荒川区長 西川太一郎 殿

大津市の事故を受け、区内保育園の安
全点検など対策の実施を求める要望書

50
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税 増 税 の ２ ％ 増 税 が 押し 付け ら
れ︑子どもの貧困対策にも逆行︒

５月８日に滋賀県大津市で起こった散歩に出かけ
る園児に自動車が突っ込み、幼い子ども２人が亡く
なり多くの負傷者が出た事件は、大きな衝撃を与え
ました。
荒川区のどの保育園でも、お散歩や公園に出かけ
るなど実施しています。この事故を受けて子ども達
の散歩や屋外での運動の機会が奪われることがあっ
てはなりません。すでに万全の対策を行っていると
は思いますが、こうした事故を二度と起こさないた
め、区行政、保育園運営事業者、道路管理者、警察
など連携して安全対策について、再点検を行うこと
が必要ではないでしょうか。
そのため、緊急に区として以下の対策を求めます。
記
①区内全ての保育園のお散歩マップなどの安全点検
を行うこと。
②保育園、関係機関とも協力して、危険箇所の調査
や必要な安全対策を実施すること。
2019年5月15日 日本共産党荒川区議会議員団

待機児童
世帯

育園︑私立幼稚園等の無償化財
源は︑国 ％︑都区各 ％です

☆日本共産党区議団は、改選後初めて区への
申し入れを行いました。これは、大津市での
園児死亡事故を教訓に区内保育園の安全総点
検を求めるものです。（申入れ文・下囲み）

無料

0〜2歳
（住民税非
現在も無料
課税世帯
のみ）

10

月4万2000円を上
限に補助

恩恵なし

区政報告
ニュース

№ ７３１
２０１９年５月１９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
Ｅメールアドレス
kouji.office@gmail.com
☆荒川区政の各種情報・
話題など…横山幸次区議
のホームページをご覧く
ださい。

私が区議会議員になったころ︑
﹁緑被率が 区最低クラス﹂をど
う改善するか︑荒川区の大きな課
題の一つでした︒その後︑再開発
に伴う汐入公園の整備や地域の公
園の整備などもあり若干改善して
きました︒調べてみると公園な
どは区内全面積の５・７％︑
区平均の６・５％に少し近づい
ています︒それはさて置き︑首
都大学東京荒川キャンパス正門
前から尾久の原公園に向かう歩
道は︑緑の木立に覆われ木漏れ

裏面 区の介護予防事
業の現状…など

23

☆荒川１中傍の都電、下は首都大
学東京の正門付近の歩道…

23

日のさす小径でとても好きなとこ
ろです︒目に新緑が飛び込んでき
ます︒一方都電沿線は真紅や黄色︑
白のバラの色で埋め尽くされてい
ます︒いい季節です︒散歩に出か
けませんか︒ ︵横山幸次︶

６月３日(月)
横山事務所18時〜20時
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

2015年５月（総合事業開始）
2019年２月（総合事業４年目）
対象数 訪問介護 通所介護 対象数 訪問介護 通所介護
要支援１
１，１０７人
１，３９７人
６４７人
８６３人
３８１人
８１２人
要支援２
１，１６４人
１，２５８人
（27．12％）
（36．17％）
（13．18％）
（28．09％）
サービス事業対象者
１１５人
２３２人
合計
２，３８６人
２，８９０人
※２０１５年から介護予防・日常生活総合事業へ正式移行。サービス事業対象者
は、要介護認定以外で介護予防が必要とされた人。
※サービス事業対象者は、介護認定で自立と判断されたが総合事業のサービスが
必要とされた方

2015年5月 2016年12月 2019年2月
6
2
17
4
3
30
40
49
109
95
68

区議会会派結成状況
会派名
人数 幹事長
日本共産党荒川区議会議員団 ６名 横山幸次
自由民主党荒川区議会議員団 １１名 志村博司
公明党荒川区議会議員団
６名 松田智子
維新・あたらしい党
３名 山田晴美
民主ゆいの会
２名 竹内明浩
日本創新党
１名 小坂英二
自由民主の会
１名 藤澤志光
あらかわ元気クラブ
１名 河内ひとみ
立憲民主党荒川区議団
１名 久家 繁

と答弁︒その結果︑ 区の多
くでサービスの引き下げなど
独自基準を決めるていますが︑
荒川区は︑介護保険制度と同
じ水準の訪問・通所介護の提
供を現在も行ってきました︒

おうちでリハビリ
おうちで栄養診断
まるごと元気アップ
お元気ランチ

対象が増加しているが︑
利用者数・率が減少

一方介護予防・日常生活総
合事業の４年間を見ると︑実
態の調査や問題点の洗い出し
が必要だと感じます︒
例えば︑事業対象者の増加
数に反比例して訪問・介護利
用者数・率が減少しています︒ 対象者２８９０人のうち５
一方︑区が独自に行ってい 割近い方がこれらのサービス
る﹁おうちでリハビリ﹂﹁お を利用していません︒
元気ランチ﹂︵左表︶などの
本当に必要がないのか︑本
利用も少数です︒
人の状態を無視したサービス
取り上げはないのか︑経済的
な要因はないのか⁝などしっ
かりと調査し︑必要なサービ
スがきちんと届く対策を求め
ていきます︒

【各事業の利用状況】
☆対象人員 2015年2386人 2019年2890人 17％増
☆訪問・通所介護利用者数・率
2015年1510人63％ 2019年1193人41％ 20％減
その他の総合事業

政府は︑２０１５年度から
要支援１・２の介護サービス
を自治体の独自事業＝介護予
防・日常生活総合事業に移し
介護保険制度からはずしまし
た︒訪問介護など専門職でな
いボランティアに任せ安上が
りにする狙いがありました︒
日本共産党区議団は︑当時
の議会論戦などで﹁サービス
の切り下げを許さない︑必要
なサービスの提供﹂を求め︑
区も﹁サービスの低下はない﹂

荒川区における介護予防・日常生活総合事業について
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大和総研が元ネ
タのテレビ報道の
数字が出てきまし
た︒これは︑夫婦
のうち一方が働き︑
３歳以上中学生以
下の子ども２人の
家庭︒子育て世帯
は︑手取りが生活
費にはならず︑︒
教育費︑住宅ロー
ンなどの負担が大
きくかかります︒
子どもの貧困の大
きな要因です︒
これで消費税増
税では︑家計は壊
され︑経済もおか
しくなることは明
らかです︒

荒川区の改修工事を何カ所か請け負っていた須賀建設
が倒産し、５カ所の工事が中断していましたが、下請業
者等に引き継いでもらい、工事完了の目途がたちました。
以下現状をお知らせします。
①南千住１丁目公衆トイレ改修
工事及び検査完了していて、支払手続き中
②本庁舎Ｂ棟倉庫屋上防水その他改修
契約解除後、下請け業者に再発注し工事完了
③西尾久７丁目児童遊園トイレ撤去新設
下請け業者が工事継続し５月17日頃完了見込み
④日暮里ひろば館ブロック塀改修
契約解除後、下請業者との契約に向け調整中
⑤赤土小プールライン及び水のみ場塗装改修
プールラインは完了していて、水飲み場は見積競争に
より再発注予定。工事は夏休みを予定。
工事完成と同時に今回の倒産によって下請けや労働者
に未払いなど起こっていないか、区としてもしっかり対
応することが求め
られています。

