議案

内容
児童相談所の設置・所在地を定め、子ども家庭支援セン
子ども家庭総合センター条例
ター機能を有し、一貫した支援を行う総合センター
区立子ども家庭支援センター機能を児童相談所に移転す
子ども家庭支援センター条例
るため条例を廃止。貸室部分を附則で規定。
児童福祉施設の設備及び運営の 保育園、児童養護施設等の児童福祉施設に関する職員、
基準に関する条例
設備などの基準（都の基準どおり）
指定障害児通所支援の事業等の
児童発達支援、放課後等デイサービス等）に係る人員、設
人員、設備、運営の基準に関する
備、運営の基準（都の基準どおり）
条例
指定障害児入所施設の人員、設 指定障害児入所施設の人員、設備、運営の基準（都の基
備、運営の基準に関する条例
準どおり）

用弁償に関する条例の一部改正

小児慢性特定疾病審査会の委員報酬規程を追加

学童クラブの運営に関する条例の 西尾久学童クラブの実施場所に、尾久第六小学校内を追
一部改正
加。（定員40名増で100名定員に）
災害弔慰金に関する条例の一部
改正

災害援護資金の償還免除規定に「破産、再生手続き開始
決定」を加えるなど。

廃棄物の処理及び再利用に関す
る条例の一部改正

一般廃棄物処理業の許可を受けることができない欠格条
項を成年後見人、被保佐人の一律除外規定から必要な能
力の有無を判断する規定に

※職員給与の条例改正

人事委員会勧告に基づく労使妥結後に提出

１１月区議会の日程（予定）
▽１１月２７日（水）２９日（金）１０時〜 本会議
※共産党区議団の質問は、２７日（午後予定）小島区議、
２９日（時間未定）斉藤くに子区議になる予定です。
▽１２月２日（月）１０時から 総務企画、福祉区民
▽１２月３日（火）１０時から文教子育て、建設環境
▽１２月９日（月）１０時から 本会議
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相談所に統合すると
しています︒しかし
気軽に相談できる子
ども家庭支援センター
は︑統合でなく増設
こそ必要︒こうした
点も検討し議案への
態度を決めていきま
す︒またこの議会は︑
区の予算編成作業の
中で開 かれるだ けに︑ 消費税
増税の 影響と区 民のく らしを
どう守るか大きく問われます︒
共産党 区議団は ︑くら し応援
の予算実現に力を尽くします︒
ご意見をお寄せください︒

☆２月区議会に提出予定の児童相談所関係議案
①幼保連携型認定こども園の認可要件を定める条例
②荒川区認定こども園の認定要件に関する条例
③児童福祉審議会条例
④職員の特殊勤務手当に関する条例
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児 童相談所 の開設 までに ︑
経験 豊富で豊 かな知 識も持 っ
た児 童福祉司 などの 専門職 の
確保 が急がれ ます︒ 同時に 児
童虐 待などが 起こる 前に未 然
に防 止する﹁ 予防支 援﹂を 切
れ目 なく行っ ていく ことが 大
きな 課題です ︒区は ︑これ ま
で大 きな実績 をあげ てきた 子
ども 家庭支援 センタ ーを児 童

児
童
相
談
所
設
置
に
と
も
小児慢性特定疾病審査会の設置 小児慢性特定疾病医療費助成制度の審査を区で行うた
に関する条例
め、審査会組織、委員の任期など定める（都水準に準拠） な
子育て支援部を「（仮称）子ども家庭部」に改め、児童相談 う
荒川区組織条例の一部改正
条
所の事務を追加。
例
付属機関の構成員の報酬及び費

月 日から 月 日まで
の予 定で荒川区議会 月会議
が開かれます︒
今回の区 議会に は︑区 長か
ら 来年７月 開設予 定の区 児童
相 談所に関 連の条 例８本 はじ
め計 本の条例案が提 案され
る 予定です ︵児童 相談所 関係
条 例は︑２ 月にさ らに４ 本提
出予定 左囲み参照︶︒

荒川区議会１１月会議…区長提出議案

【訂正とお詫び】横山ニュース

748号の１面見出しの「５園民営
化」は「４園」の間違いでした。

公私ともに︑何かとあわただし
い日々が過ぎています︒そんな折︑
秋のバラと都電の風景も終わりに
近づき短い秋も終わりを迎えるよ
うです︒尾久の原公園は︑季節の
変化を比較的色濃く感じることの
できる場所です︒久しぶりに朝の
時間帯に出かけてみました︒
ススキの穂もすでに真っ白に
なり︑冬色になっていました︒
園内の落葉樹は︑すでに色づき
落ち葉を周りに敷き詰めている
ものあります︒そしていわゆるト
ンボ池には︑冬の風物詩・鴨がす
でに姿を現していました︒小さな
水たまりに 羽確認できました︒
これから日々寒さが厳しくなって
いくでしょう︒大都市に残された
貴重な自然を大事にしていきたい
ものです︒
︵横山幸次︶
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☆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 来年度区立幼稚
園申し込み状況…など

1２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

来年度の区立幼稚園の申込
み状況が発表されました︒東
日暮里︑尾久幼稚園の申込み
が一桁台になっています︒区
の﹁休園ルール﹂︵下囲み︶
を見るとやはり深刻な事態で
す︒

多 様 な 子 ど も達 の 成 長
の場として必要です

歩いて通え︑一人一人の成
長を大事にする保育の区立幼
稚園は︑多くの父母から支持
されてきました︒以前﹁財政
効率﹂など理由に廃園の動き
もありましたが︑保護者や区
民の強い願いで８園を維持し
て来た経過もあります︒特別
な支援が必要な子どもも多く
受け入れているのも区立幼稚
園です︒区立園の保育・教育

の良さの再認識し︑いま求め
られる課題の検証も必要です︒
幼稚園児数の推移は︑２０
１４年度２︐３４５人から今
年度１︐９３５人と４００人
以上減少︒共働き世帯も増え︑
保育園需要が増加︑幼稚園利
用減少も考えられます︒その も考えられます︒
中で︑区内私立園の定員が約 区が直接かかわる子育て
１２０名増加︑区立園が２０ 支援施設が重要
０人︑区外私立園も３３０人
子どもが減ったから︑﹁財
以上減少しました︒
政効率﹂だからといって︑単
荒川区は︑私立幼稚園の保 純に大事な子育て支援施設を
護者負担軽減助成を実施︒こ 減らす考えは︑やはり間違っ
の 月から幼・保無償化で３ ていると思います︒荒川区は
〜５才児の保育料も給食費も 児童相談所も設置します︒保
無料化されました︒一方︑区 育園でも幼稚園でも現場に精
立園は︑水曜日以外お弁当が 通し高いスキルと経験の蓄積
必要︑夏休みなど長期休業も こそ今必要ではないでしょう
あるなど私立園に流れたこと か︒

区立幼稚園の来年度入園申し込み状況
在園児
募集 申込者数
幼稚園名
人数 男 女 計 ３歳 ４歳 ５歳 合計
南千住第二 30 14 5 19 19 27 21 67
南千住第三 35 6 4 10 18 18 21 53
町屋
35 7 5 12 22 23 27 72
花の木
35 9 5 14 15 22 19 56
尾久
35 5 0
5 15 18 18 51
尾久第二
35 4 6 10 15 14 14 48
日暮里
35 8 10 18 17 18 18 57
東日暮里
35 7 1
8 14 10 10 45
合計
275 60 36 96 135 150 148 449
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水は私たちの体にもっとも多く含まれる物質
で、生命活動をサポートしています。
成人の体の約60%を水分です。生命を維持し
ていくために必要な水分量は1日2.5 で一日1.3
は飲み物から摂取する必要があるそうです。
環境負荷と健康のことを考えて、使い捨ての
ペットボトルを買うのではなく、マイボトルを
持って水分補給をする方が増えています。
そうした中で今、注
目されているのが街な
かに給水スポットを増
やす取り組みです。
エコロジーの観点か
らも区内も、まず庁舎
から給水スポットを設
置してはどうでしょうか。

☆区立幼稚園休園規定
☆３才児
最少園児は８人。７人以下
で学級編成中止し、募集中止。
☆４才児
最少園児は１０人。９人以
下で学級編成中止し、募集中
止。この場合３・４才とも学
級編成なし。２年連続で休園。

いつでしたか︑他会派の議
員が区議会本会議で﹁法人税
や富裕層の税率を引き上げる
と日本から逃げていく﹂
と発言していました︒
しかし客観的なデー
タは︑この間︑法人税
率は下がり続けていま
すが︑企業の海外進出
は増え続けています︒
企業の海外進出と法人
税率には関係がないと
いうことが読み取れま
す︒富裕層についても
日本はとことん優遇さ
れている国です︒
実態は︑﹁法人税が
下がれば下がるほど企
業は出て行く﹂という

☆吉村昭記念文学館（ゆいの森）
企画展
吉村昭「海も暮れきる」…俳人、尾崎放哉を見つめて
１２月１８日（水）まで
尾崎放哉は、種田山頭火とともに自由律俳句で有名です。吉
村昭が病床で死を見つめたときに尾崎放哉の句に触れ、俳人放
哉の小豆島での最晩年を描いた作品です。

ウソがつけるほど対照的です︒
大企業や富裕層に応分の税負
担を求めるのは当然です︒

吉村昭が描いた福井 福井県との共同企画
「雪の花」…笠原良策と天然痘
１２月１８日（水）まで

☆フォト俳句コンテスト
俳句と街角のスナップ写真など組み合わせた
作品を募集
来年１月１４日（火）までに必着
※応募先 〒100-8502(住所不要)東京新聞広告
局広告三部「俳句のまちあらかわフォト俳句コンテスト」係電
話03-6910-2377
区のホームページ特設サイトからも応募できます

