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区内小中学校体育
館の全てと生涯学習
センターにエアコン
（右写真）が設置さ
れました。避難所と
しての機能からみてもエアコン設置が
求められてきました。
今回、学校や区の行事以外のスポー
ツなど一般利用について、９月から本
格稼働しますが、エアコンを利用する
場合「電気代相当」の金額を徴収する
ことになりました。
３台設置＝３時間３００円、４台設
置＝３時間４００円となり、コインタ
イマー式となってます。

▽国は︑保育園︑幼稚園等を利
用する３〜５歳までの子どもの
給食費を無償化の対象外として
いるが︑区として給食費につい
ても公費で負担し無償化する︒
▽保育園は︑保育料に給食費が
含まれており給食費として徴収
しておらず︑実費徴収を行わな
い︒私立幼稚園等は︑保護者に
給食等に係る経費を月額７千５
００円まで補助する︒

区で荒川区も含め 区が給
食費の公費負担を決めています︒
日本共産党区議団は︑６月区
月からの﹁幼児教育・保育 ＝月額６万円・０〜２歳児で非 議会の質問で﹁幼児教育・保育
無償化﹂制度実施を控え︑区は︑ 課税世帯は６万７０００円︑認 無償化﹂の対象外になっている
８月１日開催の文教・子育て支 可外保育所等＝月額３万７００ 給食費についても区が公費負担
援委員会で荒川区の実施方針を ０円をそれぞれ上限にして給付︒ することを求めました︒その時
報告しました︒
︽給食費︾区独自に無償化！ 区は﹁他区の動向を見ながら検
区は︑﹁幼児教育・保育の無
討﹂と答弁していました︒
償化﹂の実施にあたって︑国や
区民のみなさんの声と結んだ
都の制度を基本にし︑これまで
議会論戦が実りました︒
区として実施してきた補助水準
今回の﹁無償化﹂は︑３〜５
を維持するとしています︒
歳が対象です︒いちばん大変な
以下具体的にみると
０〜２歳児は︑非課税世帯以外
は対象外です︒幼児教育・保育
︽保育料︾
の無償化というならば︑ここも
無償化の対象にすべきですし︑
区としての負担軽減含め独自支
援を具体化すべきです︒
▽認可保育園︑区立幼稚園︑こ
ども園の３〜５歳児について保
育料は無料︒
▽私立幼稚園が月額２万７５０
０円上限で給付︒
▽０〜２歳児で非課税世帯につ
いて︑現在も無料︒第３子以降
の無料は継続︒
▽幼稚園な
どの預かり
保育＝利用
実績に応じ
て年額 万
５６００円
まで給付︑
認 証 保 育 所︑
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２面 女子医大医療
センター移転など…

先日︑文教・子育て支援委員会で
下田臨海学園を視察してきました︒
ちょうど五峡小︑三瑞小の４年生が
来ていました︒現在は︑建て増しし
たため二校同時に受け入れることが
でき︑すべての子どもたちが下記の
臨海学校に参加できます︒どの子も
元気いっぱいで海に入るのを楽しみ

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

にしていました︒これからもぜひ続
けてほしいものです︒ところで︑来
年のオリンピックがらみでバスが不
足し臨海学校を開催しない区がある
という報道もありました︒楽しい思
い出を奪うことがないようにしてほ
しいものです︒
︵横山幸次︶

９月２日(月)

☆上は、外浦の海水浴場にある区施設
下は臨海学園の宿泊施設
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されました︒
荒川区・正志
会・日医大との
三者会議を 月
に行われ︑議会
からの意見もま
とめて報告し︑意見交換が行
われる予定です︒
２０２１年度中には病院整
備・運営に関する協定の締結
が予定されています︒
土地建物の購入費︑改修経
費等︑荒川区の財政負担
がどの程度になるかは︑
今後の検討課題です︒
いずれにしても区が多
額の資金提供を行うわけ
で区民要望をしっかり踏
まえた新病院にしていく
ことが求められます︒区
民の皆さんの声も引き続
き届けていきますので︑
ご意見ご要望をお寄せ下
さい︒
︽委員会での主な意見︾
▽災害拠点病院として急
性期病棟数の比率を高め
ること︒

完全禁煙継続

荒川総合スポーツセ
喫煙所新規
ンター

無

無

ゆいの森あらかわ

喫煙所継続

有
地下閉鎖型喫煙所→本施設に
ついては、国の見解により、１階
フロアを第一種施設、それ以外
を第二種施設とし、既存の喫煙
室を第二種施設の喫煙専用室と
位置付ける。

各地域図書館

完全禁煙継続

無

された以後強まりました︒
改めて︑憲法９条が自衛隊
員の命をも守ってきた事実を
再認識するような事態です︒

あらかわ遊園スポー
完全禁煙継続
ツハウス
西新井橋野球場
少年運動場野球場
完全禁煙継続
区民運動場
南千住野球場
東尾久運動場
荒川遊園スポーツ運
完全禁煙継続
動場

無

この７月から学校・医療機 場所の設置を不可となります︒ ありました︒
関・児童福祉施設・行政機関
荒川区の場合︑庁舎につい
左一覧の通りですが︑これ
・バ ス ・ タ ク シ ー ・ 航 空 機
ては︑以前お知らせしたよう で受動喫煙が防げるでしょう
等で敷地内禁煙︵屋外に喫煙 に︑本庁舎１階の喫煙場所を か︒スポーツ施設について完
場所設置は可能︶となりまし 閉鎖︑区役所前公園に閉鎖型 全禁煙にすることも検討すべ
た︒ただし︑幼稚園︑保育所︑ 喫煙場所をつくるとしていま きと思うのですが︑みなさん
小・中・高校は屋外にも喫煙 す︒他の施設について報告が のご意見をお寄せください︒

▽産 婦 人科 は
ある の に分 娩
は別 の 病院 と
いう の は納 得
がい か ない の
で分 娩 機能 は
必ず残すこと︒
⁝など

▽病院の移転に伴う一定期間
の休診で診療継続する患者を
新患扱いで検査を一から行う
ことがないよう︑別の病院︑
新病院に引き継げるようにす
ること︒

荒川区の文化施設等における受動喫煙防止への対応
対応
施設名
施設内の取扱い 喫煙所の有無
荒川区民会館
有
喫煙所継続
（サンパール荒川）
５階 庭園（敷地内屋外喫煙所）
有
日暮里サニーホール 喫煙所継続
１階 ホテルラングウッド（閉鎖
型喫煙所）
有
地下１階赤札堂側出入口に灰
皿設置→センターまちや（サン
ムーブ町屋
喫煙所継続
ポップ）として、2020年4月まで
に、別途、閉鎖型喫煙所を設置
することを検討中
清里高原ロッジ・清
有
里高原少年自然の 喫煙所継続
清里高原ロッジの玄関先に喫煙
家
スペース

自衛官への応募者がどんど
ん減っています︒２０１４年
度は︑ 万人を超えていまし
た︒しかし２０１８年度は︑
前年度比で５６１
２人減の８万７５
６２人です︒特に
減ったのは︑防衛
大学校の応募者数
で︑前年度から２
割減です︒
この傾向は︑集
団的自衛権行使を
可能にした安保法
制＝戦争法が強行

生涯学習センター
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喫煙所撤去

無
（これまでの屋外喫煙所をイー
ストヒル町屋の中、規模改修工
事に合わせて7月8日に撤去）
無
有
改修工事の際に、敷地内の別
棟（倉庫棟）に施設利用者用の
完全分煙となる喫煙室の設置を
予定→改修前は施設利用者が
敷地外（歩道等）の喫煙で近隣
から苦情があり、また喫煙室設
置の要望もあったことから、喫煙
室を設置予定
町屋文化センター
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①外来棟と東病棟を残して、あとは宮前公園を拡大。
②外来棟は耐震の関係もあり大規模改修。東病棟は
小規模改修。
③土地(女子医大・東電)建物(女子医大)は区が購入
し建物を正志会に30年賃貸し(継続は別途協議）運営
は正志会が独立採算で行う。
④躯体等の改修費は区が負担。内装造作や医療機器
等の経費は正志会が負担
⑤女子医移転後、早期に整備が整った所から段階的
に再開(最長6か月を目途に)
⑥２４時間３６５日受入可能な二次救急以上の医療。

東京女子医大東医療センター
の移転後につくる新病院は︑
汐入のリバーサイド病院を運
営している医療法人・正志会
が引き継ぐことになっていま
すが︑今年３月 日に基本的
な確認事項として﹁覚書﹂を
締結しています︒
月 日の健康危機管理特
別委員会で︑改めて報告を受
け︑審議を行いました︒各委
員から様々な意見︑要望が出

☆新病院の基本的方向性
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