議案
会計年度任用職員の導入に伴
う規定整備
地方公務員改正に伴う関係条
例整備
一般会計補正予算(第２回)
国保会計補正予算(第１回)
介護会計補正予算(第１回)
家庭的保育事業等の設備運営
基準に関する条例改正
幼保無償化関連の条例改正
荒川総合スポーツセンター条例
改正

内容
地方自治法改正で一般職非常勤職員に「会計年度任用職
員制度」を導入、任期6カ月以上で期末手当支給など
職員になることができない「欠格条項」から成年被後見人、
被保佐人を削除
2018年度決算確定で決算剰余金約29億円余を基金に積む
2018年度決算確定による都支出金・一般会計への繰出金
約2億7千万円補正
2018年度決算確定による国庫負担金の償還、一般会計へ
の繰出し金、介護基金積み立てなど約4億5千万円補正
家庭的保育施設の連携施設確保の緩和（連携施設確保が
困難だと区長が認めた場合、連携施設を不要とする）
幼児教育保育無償化にかかわる規定の整備
大規模リニューアル工事後の利用料金改定（プール2時間
500円を600円など、全体的な値上げ提案）

審議委員会

総務企画

10
11

文教子育て

荒川総合スポーツセンターの指
TM共同事業体を指定（従来と同じ事業者）
定管理者の指定
西日暮里ふれあい館の指定管
理の指定
老人福祉センターの指定管理
の指定
東部在宅高齢者通所サービス
センターの指定管理者の指定

学校法人道灌山学園を指定（従来と同じ事業者）
社会福祉法人奉優会を指定（これまでは荒川社会福祉協議
会）
社会福祉法人奉優会を指定（これまでは荒川社会福祉協議
会）

人権擁護委員候補の推薦に意
１２月3１日で任期満了となる１名について引き続き推薦
見を求める

福祉区民

委員会審査省略

２０１８年度各会計決算
歳出決算

繰り越す財源
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吉村昭氏は︑史実を解き明かす精
緻な筆致で記録文学の新境地を切り
拓いた荒川区出身の作家です︒﹁戦
艦武蔵﹂など戦史だけでなく漂流も
のや﹁破獄﹂や﹁高熱隧道﹂など多
くのファンの心得をとらえています︒
その作品には歴史の中に埋もれた市
井の人々の姿︑葛藤が描かれていて︑
私の好きな作家のひとりです︒いま
ゆいの森２階の吉村昭記念文学館で
﹁動物へのまなざし﹂というテーマ

吉村昭記念文学館…動物へのまなざし 展示
資料名
年代
「ハタハタ」
1969年
「ハタハタに関する取材メモ
―
「海の鼠」
1972年
『魚影の群れ』
1983年
『蜜蜂乱舞』
1987年
『海馬』
1989年
自筆メモ「動物と私」
―
「羆」
1970年
『熊撃ち』
1979年
『羆嵐』
1977年
写真「三毛別羆事件ゆかりの地
1984年
苫前町の射止橋にて」

で吉村文学を接する第６回トピック
展が開催中です︒吉村氏は﹁人間も
動物の一種であり︑他の動物との同
居によって生きている︒﹂と述べて
います︒魚も含め動物を取り上げた
作品も多くあります︒記念館２階の
著作閲覧コーナーで 月 日︵水曜︶
まで開催︒先の吉村氏の言葉を入り
口に動物から吉村文学に踏み入って
はいかがですか︒ ︵横山幸次︶
10
16
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の日程で開 催され
ることになります︒
総額１４０ ０億円
近い決算で す︒医
療・介護の 会計も
あり区民のくらしを守る立場で
の審査が求められます︒

今回の決算では一般会計の約
億 円 をは じ め 総 額 億
円の黒字分を区の貯金＝
基金に積み増す補正予算
が提案されています︒そ
の結果２０１８年度末で
約３６８億円の基金残高
になっています︒
高すぎる介護保険料や
国保料︑義務教育での家
庭の負担︑毎年の削減で
暮らせない年金⁝ほんと
うに厳しい区民のくらし
で す ︒政 府 は 月 に 消 費
税増税を強行実施しよう
としています︒
毎年の黒字分や積み立
てた税金を計画的に区民
のくらし応援に回すこと
は十分可能です︒
区民のみなさんの声を

ぜひお寄せください︒

28

黒字 億円を全額基金に⁝
基金総額３６８億円越え

差し引き額
審議
（決算剰余金） 委員会
一般会計
96,060,540,275
93,228,070,936 33,111,000 2,799,358,339
国保特別会計
23,930,883,239
23,658,951,059
0
271,932,180 決算特別
後期医療特別会計
4,629,826,578
4,589,951,147
0
39,875,431 委員会
介護特別会計
16,875,139,645
16,425,147,180
0
449,992,465
※歳入決算から歳出決算・繰り越す財源を差し引いたものが差引額（決算剰余金）
歳入決算

９月９日から 月 日まで荒 総合スポーツセンター利用料値
川区議会９月会議の開会されま 上げなどが予定されています︒
す︒９月会議に区長から提案さ ︵左一覧参照︶
れる議案には︑２０１９年度荒
また︑決算に関する特別委員
川区一般会計決算︑基金を積み 会も設置され︑２０１８年度一
立てるための補正予算︑幼児教 般会計決算はじめ３特別会計が
育・保育無償化関連の条例改正︑ 全議員による集中審議が７日間

荒川区議会９月会議…区長提出議案

☆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。

２面 東京の都市計
画道路の行方など…

９月２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

東京都は︑都市計画道路の
うち︑日暮里谷中地区にある
３路線を廃止にします︒荒川
区に関係するのは補助１８８
号と 号の道灌山通りから上
野駅までの区間です︒
東京都は廃止の理由に﹁歴
史的・文化的資産と貴重な緑
を活かしながら取り組んでい
くことが求められます﹂とし
ています︒
そもそもの︑１９４６年４
月に戦災復興目的で作られた
道路計画です︒それが 年以
上経っても︑いまだにそのま
まの計画です︒立退きを迫っ
て ｍ道路を通す必要が︑今
あるのか︑全面的な検討をす
るのが行政のあるべき姿では
ないでしょうか︒
補助 号の一部は廃止にな
りますが︑田端駅前通りから

西日暮里４丁目も貴重な
歴史文化のまち

して 買お うとは 思わ ない ﹂
﹁ちょっと庶民馬鹿にしてい
るのでは？﹂こんな声が少な
くありません︒もともと荒川
区も対象者５万８０００人に
対し予算化したのは︑５万人
分︒今後の成り行きを注視し
たいと思います︒

◆実質GDP成長率0.81％、世界167位（IMF統計2018年）
◆民間最終消費支出成長率1.01％、世界163位（国連
統計2017年）◆公的教育支出対GDP比3.47％、世界115
位（UNESCO統計2017年）◆政府支出に占める公的教育
支出9.13％、世界132位（同上）
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消費税対策の一つとして︑
非課税者と０〜３才児の子ど
もがいる世帯を対象に セッ
ト５０００円分が４０００円
で販売され︑ 人当たり最大
２万５０００円分︵購入価格
は２万円︶まで購入すること
ができます︒︵課税者の扶養
・生保・控除対象配偶者・配
偶者特別控除・青色白色事業
専従者等は対象外︶
﹁２万円で５０００円得？
毎月の生活もギリギリ︑２万
円捻出が大変︒６か月間で使
用しなくてはいけないし︒お
釣りは出ないから︑結局︑少
し多めに買うことにもなるし
⁝私は購入しません︒出来ま
せん︒﹂﹁書類を送ってきた
ので︑いろいろ調べたが︑わ
ざわざ手続きして︑２万円出

世界で比べて驚く数字

この地域は︑江戸時代秋田
藩主佐竹家の武家屋敷がりま
した︒閑静な住宅街で渡辺町
と呼ばれ多くの文化人が住ん
でいました︒こんなところに
ｍ道路がいるでしょうか？

☆平均賃金OECD加盟35カ国中18位、相対的貧困率は38
カ国中27位、教育に対する公的支出のGDP比は43カ国
中40位、年金の所得代替率は50カ国中41位、障害者へ
の公的支出のGDP費は37カ国中32位、失業に対する公
的支出のGDP比は34カ国中31位

西日暮里４丁目区間︑
つまり︑荒川区と北区
部分の計画は残ったま
まです︒
住環境を悪化させる
道路拡幅の必要はない
と地元反対運動が粘り
強く行われていて︑土
地は一件も買収されて
いません︒測量にも手
がついていません︒４
月３日の交渉では﹁住
民の多くが反対では実
施は困難﹂と東京都道
路部計画課長が回答していま
す︒今回の﹁ 号一部区間廃
止﹂を受けて住民運動はさら
に強まっています︒ 近くに
は複数の並行道路もあり︑第
５次都市計画整備計画で明確
に廃止を明記させましょう︒

高齢者用区営住宅
「空き室待ち登録者」募集

1

テレ ビや 書 籍な ど
で ﹁日 本す ご い﹂ が
喧 伝さ れて い ます ︒
ま た︑ 国民 の 中で も
﹁ 先進 国日 本 ﹂と い
う 意識 は当 然 ある と
思います︒
しか し日 本 の未 来
を 考え ると ︑ いま 冷
静 に日 本の 実 情を 見
て いく こと も 必要 で
は ない でし ょ うか ︒
こ うし た指 標 が安 倍
政 権で 加速 ﹁ アベ ノ
ミクス﹂結果⁝？

日本の世界での位置

☆黒円内の破線部分
が残される計画道路

☆登録人数 単身用 １５人
２人用 ５世帯
☆申込期間 ９月２４日（火）２５日（水）
午前９時から午後５時
☆申込場所 区役所３階 ３０５会議室
【登録期間】今年１１月６日〜
来年１１月５日まで
※申込書は区役所２階、総合案
内所、各区民事務所にあります。
用紙に記入して持参してください。
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