エリア
拠点圏
エリアネットワーク規模
No 地域 設置数 拠点保育圏 施設数 保育定員総数
第二南千住
① 南千住 ２園
１８園
１，６４０人
荒川さつき
② 荒川
1園 三河島
９園
７９９人
③ 町屋
1園 原
８園
８９２人
熊野前
④ 尾久
2園
１４園
１，０９６人
西尾久みどり
第二東日暮里
⑤ 日暮里 2園
２２園
１，５１３人
西日暮里
☆残りの公設公営保育園＝荒川保育園、東尾久保育園、
西尾久保育園、ひぐらし保育園は民営化する方針

荒川区は︑﹁未来に向けた保
育施策のあり方﹂を発表︒①区
の保育を
中心的に
担ってき
た公設公
営の区立
保育園の
うち５園
を民営化
②区内を
５エリア
に分けて
荒川区の考える拠点園（区立園の民営化と連動）

№ ７４８

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。

ます︒そのうち︑認可保育園は︑
こども園含めて 園︑うち私立
園が ％でこの間︑株式会社の
保育定数見合った拠点園︵公設 参入も相次いでいます︒そもそ
公営︶を１〜２園配置③各エリ も区立の公設公営園を８園にす
ア毎に拠点園を軸に連携して質 る構想が出された時は︑保育園
の高い保育を提供する⁝などを も少ない状況でした︒保育施設
主な内容にしています︒
が６倍に増え︑株式会社が多数
しかし︑荒川区の保育施設は︑ になった中︑以前のままの計画
この 年間で６倍に増加してい で進むことは︑大問題です︒

２０１９年１１月３日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６

保育への株式会社参
入で新たな問題も起こっ
ています︒荒川区の各
保育園の収支状況を見
ると︑運営費全体に占める人件
費比率が社会福祉法人で７〜８
割台ですが︑株式会社では５〜
６割台が多く︑中には４〜３割
台のところもあります︒厚生労
働省の想定では︑運営費の７〜
８割が人件費として見積もられ
ています︒人件費が５割以下の
園の保育士の処遇はどうなって
いるのでしょうか︒ほんとうに
心配です︒いちばん大事な保育
の質は大丈夫なのでしょうか︒
同時に区は︑来年７月に児童相

75

53

談所と一時保護施設を開設しま
す︒当然︑経験豊かな保育士が
これまで以上に必要になります︒
区の保育士︵園長経験者など︶
は︑各私立保育園への指導検査
を２年に一回程度と巡回指導を
それぞれ２名の体制で行ってい
ますが︑さらに指導検査の体制
強化が必要です︒
公設公営保育園の民営化は︑
安全でより良い保育実現の最大
の保障である︑保育士の量と質
の確保に逆行するのではないで
しょうか︒これ以上の民営化は
直ちに中止しすべきです︒
みなさんのご意見をお寄せく
ださい︒

12

横山事務所18時〜20時

※11月は第一月曜が休
日のため第二月曜に変
更します

生活相談は、随時受け付け
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

いるように見えています︒何とも
幻想的です︒しかし︑この濃霧も
大都市では︑一部の交通機関に遅
れが出ていたようです︒この間の
台風や豪雨といい自然現象は︑く
らしの日常を直撃し奪ってしまい
かねません︒濃霧は別にしてもや
はり︑大都市に住んでいようと自
然に対し謙虚に向き合うことが求
められていると感じる日々で
す︒
︵横山幸次︶

11月11日(月)

日︵水︶朝は東京や千葉など
関東から東海︑近畿にかけては濃
霧が発生したようです︒東京では
最低気温が ・１℃となるなど︑
関東地方ではこの秋一番の冷え込
みになったところが多くなりまし
た︒昨日は雨が降っていたことに
よって今朝︑地面付近の空気が湿っ
ていました︒それが朝の冷え込み
により空気が冷
やされて水蒸気
から水滴に変わ
り︑霧となった
ようです︒墨田
川周辺のスカイ
ツリーのアンテ
ナ付近や超高層
ビルだけが雲の
上から見られる
景色がニュース
で映し出されま
した︒その他の
背の高い建物も︑
雲海に浮かんで

２面 町屋にインキュ
ベーション施設…など
30

区政報告
ニュース
10

城北信用金庫が運営するコ
ミュニティスペース＆インキュ
ベーションオフィス︵起業家
支援・事業支援︶が尾竹橋通
り沿い城北信用金庫町屋支店
の裏︵町屋駅徒歩３分︶に５
月 日に誕生しました︒この
施設は︑都が一定の基準で認
定したもので︑区内ではこの
後日暮里活性化施設内に設置
を予定しています︒
施 設の コン セ プ ト
は ﹁ 多彩 な人 々 が 集
い 交 流を 図り 思 い や
ア イ ディ アを 交 差 さ
24

☆入居対象者 創業後５年未満で施設卒業後も荒川
区内で事業を行う法人
☆オフィス構造 専用個室：８室(8.5〜10.9㎡)
☆共同利用スペース：商談・打ち合わせスペース、
ラウンジスペース
☆入居期間 原則３年
☆オフィス利用可能時間 24時間
☆設備
複合機(有料)、Wi-Fi、有線LAN、電話線、各部屋イ
ンターホン、オートロック、個別ポスト
城北信用金庫ソリューション事業部
所在地 〒116-0001 東京都荒川区町屋1-3-12
電話番号 03-6903-3702FAX 03-3913-1577

賃料/月
共益費/月 保証金/入居時
①約１０㎡ 36,000円〜 7,000円〜 108,000円〜
②約 ８㎡ 30,000円〜 6,000円〜 90,000円〜
①②がそれぞれ4部屋の合計8部屋。

せることでそれぞれにとって
の価値ある体験ができる場﹂
﹁ものづくりの街である荒川
区の地域性の継承︑また現代
の消費者ニーズに合わせた商
品・サービスを創出する場﹂
のようです︒
建物は︑ニューヨークのブ
ルックリンスタイル︒古材も
利用して︑素敵なオフィスに
なっています︒
創業者たちにア
区内事業所が減少し続ける
ドバイスしてくれ 荒川区としては︑区内で創業
るスタッフも常駐 や起業をめざすみなさんへの
しています︒業種 支援の強化が必要です︒設備
は特定しておらず︑ 投資や﹁場﹂の提供︑直接融
ホームページと口 資など﹁創業・起業するなら
コミだけで募集し 荒川区﹂を打ち出してはどう
ているそうです︒
でしょうか︒

【施設の概要】

「悪夢のような安倍政権」を明確に示す８月のデータ
◆実質賃金は８カ月連続マイナス
◆商業販売額は９カ月連続マイナス（しかも消費税増税が迫る
なかで駆け込み需要どころか７月より更に落ち込む）
◆景気動向指数が悪化＝景気後退の可能性高い（内閣府）
→にもかかわらず、10月に消費税増税を強行

「インキュベーションオフィス」とは
インキュベーションオフィスとは、起業
や創業をするために活動する入居者を支援
する施設。インキュベーターともいう。
通常場所の安価な貸与とセットでインキュ
ベーションマネージャーによるコンサルティ
ングや各種の支援施策を用意している。地
方自治体や公的機関が運営している事が多
く、安価な家賃で入居できることが多い。

☆１１月１０日（日）10時〜15時
☆会場 日暮里駅前イベント広場
荒川区の10の交流都市が大集合！
北海道広尾町の本シシャモ・山形
県真室川町の原木なめこ・福島県福
島市のいか人参・新潟県佐渡市の笹
だんご・千葉県鴨川市の漁師メンチ
カツなどの荒川区の交流都市による
ご当地グルメが盛りだくさん。
ジャグリング・パントマイムなど
のパフォーマンスや、佐渡おけさの
伝統芸能など…一日楽しめます。

都電沿線の秋バラも今が見ごろの
ようにですね。様々な種類のバラの
花が咲いています。休日にぜひお出
かけください。

