議案
（仮称）日暮里地域活性化施設条例
児童福祉審議会条例

内容
日暮里地域活性化施設（延床2,016㎡）の設置目的や事業、運
営（多目的スペース、創業支援施設など）、使用料など定める
児童相談所設置にともなって児童、妊産婦、知的障害者の福
祉を調査審議する審議会を設置（２０人いない）
都の権限であった認定こども園の認定を区で行うための条例

認定こども園の認定要件条例
幼保連携型認定こども園の学級の編
認定こども園の認定を区で行う際の設置基準などの条例
成、職員、設備及び運営基準条例
荒川区職員定数条例一部改正
児童相談所３６名など職員定数を６２名増員し１６８６人にする
選挙長の費用弁償条例の一部改正 投票管理者の交代制を採る際の報酬額

職員の特殊勤務手当条例の一部改 児童相談所の一時保護、家庭訪問などに従事する職員の特殊
正
勤務手当の新設など
区立小台橋保育園の廃止と区立西尾久保育園の移転（西尾
区立保育園条例の一部改正
久５丁目から東尾久８丁目）
幼稚園教諭の勤務時間、休日、休暇
区立幼稚園教員の「働き方改革」を進める規定を定める
等の条例の一部改正
手数料条例の一部改正
区立在宅高齢者通所サービスセン
ター条例の一部改正
地区計画の区域内における建築物
の制限条例の一部改正
2019年度一般会計補正予算

国の法令改定に伴う規定整備
区立西尾久西部在宅通所サービスセンターの廃止
尾久中央地区を東尾久４に拡大し、新たな地区計画区域に

道路用地取得など21億円を補正し、1078億円の予算額に
①一般会予算（１０７０億円）②国民健康保険予算（２３８億円）
③後期高齢者医療会計（５１億円）④介護保険会計（１８５億
円）…の４議案
荒川遊園キャンディーハウス他5棟の 荒川遊園のキャンディーハウス、ちびっこハウスなど5棟の建
建築・改修工事請負契約
築、改修工事の請負契約 約7億2000万円
区の児童自立支援施設に係る事務
児童相談所設置で必要な児童自立新施設の事務を都に委託
の委託
後期高齢者医療広域連合規約の一 保険料軽減のため区市町村で負担する金額を定める（従来と
部改正
同じ負担）
人権擁護委員候補者の推薦
任期満了の人権委員２名の代わり新規推薦２名…２議案
2020年度一般会計予算・各特別会
計予算

※今後「国民健康保険条例」の改正（値上げ案）の追加が予定されている

ていましたが︑その認識では︑
区民の くらし を守る 予算編 成
は出てきません︒
２月区 議会は ︑くら しに 直 ス︒ 減少幅 は︑前 回８ ％増税
共産 党区議 団は︑ くらし 応
結 する予 算を審 議する 重要 な 時よ りも大 きな落 ち込 みです︒ 援を第 一にし た予算 編成を 求
議会 です︒また昨年 月 の消 家計 消費も ２カ月 連続 マイナ め︑み なさん の声を 条例提 案
費 税大増 税で新 たな不 況が 起 ス︑ 景気動 向指数 も４ カ月連 や予算 修正な どにし て︑実 現
こ りつつ ある中 で開か れま す︒ 続﹁ 悪化﹂ などど の指 標もく に向けて力を尽くします︒
日 本チェ ーンス トア協 会が 発 らし を増税 が直撃 して いるこ
表 したス ーパー マーケ ット の とを示しています︒
売 り上げ は︑前 年比で マイ ナ
区 は︑﹁ 増税は 必要 ﹂﹁景
ス １・８ ％︑４ 年連続 マイ ナ 気対 策で大 丈夫﹂ など といっ

荒川区議会２月会議…区長提出予定議案

２月区議会の日程（予定）

正予算中間議決）

▽2月13日(木) 10時〜本会議

▽2月25日(火)26日(水)28日(金)

▽2月17日(月) 10時〜本会議

3月2日(月)3日(火)5日(木)6日

▽2月19日(木)10時〜

(金)

総務企画、福祉区民各委員会

10時から15時 予算特別委員会

20日(金)10時〜
文教子育て、建設環境各委員会
▽2月28日(金)10時〜本会議（補

▽3月13日(金)
10時〜 本会議

区役所のはす向かいにある荒川
警察署からあらかわエコセンター
に向かう道を入るとすぐ左側で荒
川区児童相談所︵子ども家庭総合
センター︶の建設工事が急ピッチ
で進んでいます︒児童相談所は︑
７月開設ですが︑統合される子ど
も家庭支援センターは︑４月から
この場所で動き出します︒建物の
外見は︑ほぼ出来上がっているよ
うです︒内装や設備も含めた工事
が行われているのでしょう︒
しかし気になるのは︑今回の児
童相談所設置に関し︑児童虐待な

☆上は、完成予想図
下は、建設中の児童相談所

9日(月)
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№ ７５３
２０２０年２月 ２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。

２面 認可保育園、都
住の募集…など

どの予防を重視することを掲げて
います︒その点では気軽に地域で
相談できる子ども家庭支援センター
の機能強化が重要です︒今回統合
しますが︑一カ所でなく各地域の
子育てサロンなど通じて︑そうし
た大事な機能の発揮を期待したい
と思います︒
︵横山幸次︶

２月４日(火)
横山事務所18時〜20時
※２月の法律相談は、
都合により火曜日です。
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

今年４月からの保育園新規 ません︒
区は︑保育ママなどで
入園申込みの第一次分の状況
２・３才児は認証保育園や の対応しますが︑本来
がまとまりました︒
保育ママからの転園児を優先 認可保育園を希望して
新年度４月開設の私立保育 しているようですが︑全員の いるのですから︑こう
園２園︵他６月開設１園︶な 枠が確保されたのか心配です︒ した方も﹁待機﹂にか
どで保育園定数は増えました︒ また育児休暇も長くなり︑ わりまりません︒
しかし︑０歳児は︑ほぼ募集 育児休暇後の申込みが増えて
希望にそって全ての
数と申し込みが同じくらいで いるのかなどの分析も必要で 子どもが保育園に入園
すが︑地域的な不足などもあっ はないでしょうか︒
できるようにする自治
て不承諾が 人と昨年より若
両親フルタイム勤務など指 体・荒川区の役割が問
干増加しています︒また︑１ 数 以上でも入れない︑地域 われます︒
歳児は︑引き続き﹁狭き門﹂ 的 な 不 足 に
で︑昨年より減ったとはいえ︑ よ っ て 入 れ
１３９人と三桁の不承諾とな な い 方 も 少
り︑申込数が募集枠を大幅に な く あ り ま
越えている状況に変わりあり せん︒今後︑

２０２０年４月入園申込の一次審査結果
時期
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計
2020年4月
423 667 161 156
31
10 1,448
申込者数 2019年4月
407 662 174 198
23
10 1,476
増減
16
5 △13 △42
8
0 △26
2020年4月
363 528 135 123
15
5 1,169
内定者数 2019年4月
367 505 144 155
16
7 1,194
増減
△4
23
△9 △32 △1
△2 △25
2020年4月
60 139
26
33
16
5
279
不承諾者数 2019年4月
56 178
47
50
9
5
345
増減
4 △39 △21 △17
7
0 △66
2020年4月
?
?
?
?
?
?
?
待機児数 2019年4月
0
45
0
0
0
0
45
増減
?
?
?
?
?
?
?
※待機児数は、認可保育園に入れず、やむなく認証保育所、保育ママ、定期
利用など利用している方を除外している。

60
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荒川区は︑日暮里繊維街と日暮
里観光案内所の２カ所で公衆無線
ＬＡＮを整備します︵黒○内︶︒
アクセスポイントの多い﹁フリー
ｗｉｆｉ東京﹂と提携します︒２
月１日から開始します︒

下表は、労働運動総合研究所（労働総研）発表の数字。
２万５千円の賃上げは、全企業規模でみた内部留保６９
２・４兆円（１８年度）の２・９５％で可能。時給１５
００円は２・３７％、働くルール確立も１・９７％で可
能であり、非正規雇用の正規化とあわせても約８・７％
にすぎないとしています。空前の利益を上げる大企業に
その社会的責任を果たさせることが求められています。

☆申込書配布 ２月３日（月）から１２日（水）まで
☆申し込みは、２月１７日（月）までに、渋谷郵便局到着分まで
☆募集戸数
①家族向け（ポイント方式） １，２９０戸
区内 町屋８・６丁目 １０戸、南千住４・６丁目 ２戸
②単身者用（抽選）
単身者向け２２１戸（区内０）
車いす使用４戸、シルバーピア59戸（単身41戸 2人世帯18戸）
③居室内病死などの住宅６１戸（区内０）
詳しくは、申込用紙をご覧ください。
※申込書の書き込みなどお手伝いします。ご連絡ください。
今 年 も区
民ア ン ケー
トを お 配り
しています。1月29日現在で600通を超
える返信をいただき、さらに増えてい
ます。2月13日から3月13日まで予算区
議会が開かれます。区民の声で区政を
動かす立場で臨みます。引き続きみな
さんのご意見ご要望をお寄せ下さい。

