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どの順︒アンケート結果と選挙
結果をどう見るか？コロナ対策︑
暮らしや福祉医療などしっかり
都政を監視していくことが必要
です︒︵区内選挙結果は裏面︶

西日暮里再開発計画
☆総事業費1,000憶円
☆地上47階
1,000戸のマンション
３万㎡の商業床
「断念」した大ホール
…など

都知事選最中に開会された荒川
区議会６月会議で共産党を代表し
て質問を行いました︒その内容な
どお知らせします︒みなさんのご
意見ご要望などお寄せください︒

日本共産党区議団は︑西日 わい創出に再開発をすすめる
暮里駅周辺の再開発について︑ ことに変わりはなく代替案の
区のまちづくりの優先順位と 対応を進めると答弁しました︒
税の使い方の両面から見直し
コロナ危機がなくても計画
を繰り返し求めてきました︒
の破綻は明確でした︒今後１
６月 日の区議会本会議で ９０億円の大ホールがなくなっ
自民党から﹁新型コロナによ たことやコロナ危機による景
る地域経済や区の財政状況を 気減退など考えると計画の抜
考えると整備費１９０億円の 本的見直しは避けられません︒
ホールは断念したほうがよい﹂
と質問︒区は﹁検討したがさ
らなる削減も困難⁝中止せざ
るを得ない﹂とし︑都市基盤
整 備 や賑

感﹂ ％︑将来を描く力 ％な
ど︒持ち合わせているは︑発信
力 ％︑リーダーシップ ％な

廃合︑削減が進められ︑都内で ました︒健診は︑母子の健康︑
も１９９４年に カ所あった保 発達診断だけでなく︑育児相談︑
健所が現在 カ所です︒荒川区 困り事への支援の場になってき
もかつて西尾久にあった保健相 ました︒感染防止によって自宅
談所︵分室的役割︶が廃止され で長期間一緒に過ごすことで児
ました︒
童虐待やＤＶなどの増加も問題
今後のコロナ対策
になっています︒
の抜本的強化のため︑
子ども家庭総
①保健所の保健師は
合センター︵児
じめ専門職員を増員
童相談所 下写
するとともに︑保健相談所の開 真︶も開設した
設なども検討すること︒②医療︑ もとで妊娠︑出
介護従事者︑保育士︑教師など 産︑育児まで切れ目のない支援︑
ＰＣＲ検査を区の負担で実施す 虐待未然防止のため家庭訪問型
ることなど求めました︒
支援︵アウトリーチ︶の拡充と
必要な専門職の増員など体制強
化を求めました︒
区は︑その方向で支援を強化
することを約束しました︒
︵裏面に他の質問要旨も掲載︶
ＮＨＫは︑６月 日〜 日に
歳以上の都民１万人を対象に
インターネットでのアンケート
調査を実施︵詳細はネットで︶︒
結果は︑興味深いものです︒

コロナ感染防止のため乳幼児
の４か月児健診・１歳６か月児
３歳児健診などが延期されてい
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都知事選は︑現職の小池氏が
当選︑４年間前の公約は︑どう
なったのでしょうか︒﹁あまり﹂
も含めた﹁実現できてない﹂は︑
介護離職ゼロの ％︑待機児童
ゼロも ％などすべて過半数︒
選挙ではテレビ討論もなく︑争
点にはなりませんでした︒
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西日暮里駅前再開発総事業費に占める
財源割合（※予算委員会の答弁から）
補助金（国、都、区など）
２００億円
公共施設管理者負担金
（道路、駅前広場など区
５０億円
負担）
１９０億円
荒川区の大ホール建設
※内３０億円は
（大ホール1500人、小
道灌中跡地な
ホール300〜400人）
ど区の権利分
保留床の処分金
？
その他
？
総事業費
１０００億円

２０２０年 ７月号外 発行 日本共産党荒川区議会区議団
区議団控室 TEL ３８０２−４６２７ FAX ３８０６−９２４６
E-mail:ara jcp@t cn-ca tv.ne .jp
☆町屋相談室 荒川区町屋５−３−５ ℡３８９５−０５０４
E-mail:kouji.office@gmail.com
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新型コロナ感染拡大の影響
で解雇や雇い止めなど雇用の
悪化︑コロナ関連倒産も深刻
化しています︒
そのため①新型コロナ融資
の無利子化や家賃など固定費
への支援︑子育て世帯への経
済給付など区として追加支援
を具体化し実施すること②憲
法 条生存権を保障する生活
保護制度についてホームペー
ジの改善など広く周知し︑新
型コロナ関連の生活支援に位
置づけるなど求めました︒
区は︑追加支援には答えま
せんでしたが︑生活
保護をコロナ関連支
援に入れるなど一定
の改善を行いました︒

感染症対策を担う保健所は︑
﹁何度電話してもつながらな
かった﹂などパンク状態でし
た︒全国的には︑保健所の統
本会議で代表質問を行う
横山幸次区議会議員
（飛沫感染防止のプラス
チック板を設置）
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小池氏の資質で持ち合わせて
ないものの第一が﹁弱者への共
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文部科学省は︑﹁学校の新 任や学習指導員な
しい生活様式﹂で﹁ゼロ密﹂ どを優先して対応
をめざすことを提唱︒しかし すべきです︒ 人
現 在 の 人 学 級 編 制 で は ︑ 以上の学級につい
﹁身体的距離の確保﹂は事実 ても優先的に学習
上不可能です︵左図参照︶︒ 支援員など緊急に配置するよ
最初の分散登校では︑﹁３密﹂ う求めました︒
を避けるため 人以下に分け
区は︑少人数学級編制の必
授業を実施︒全国的な分散登 要性について答えず︑感染防
校で﹃一人一人に言葉がかけ 止対策の徹底や現状での習熟
やすく︑勉強もじっくり見ら 度学習などで少人数指導を行っ
れる﹄﹃ 人がスタンダード ているなどと答弁しました︒
になれば指導の効率が上がる﹄
やはり︑感染症から子ども
など︑少人数学級の教育効果 を守るとともに学びを保障す
を再認識したとの声が多く聞 るために少人数学級編成に大
かれます︒また全国知事会︑ きく舵を切り替えるときでは
市 長 会 ︑ 町 村 会 の ３ 団 体 も ないでしょうか︒
﹁少人数学級を可能とする教 ︽
他の質問項目︾
員の確保﹂を提言しています︒ ①都立病院などの独法化に反
区として感染予防対策と学 対すること︑区内医療
びにとって少人数学級編制が 機関への支援②保育園
必要との認識で今後の教育環 の面積︑保育士配置基
境整備を進めることを求めま 準の改善③保育園休園
した︒当面臨時講師︑学習指 中の職員賃金全額支払
導員やスクールカウンセラー い︑実態調査に基づく
の増員が必要です︒小学校低 改善④公契約条例制定
学年などでは︑最低限複数担 を⑤複合災害対策⁝
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東京都知事選挙の区内結果について
２０２０年東京都知事選挙の結果・荒川区、全都（今回、 前回）
荒川区

東京都

今回

前回

今回

前回

（2020.7.5）

（2016.7.31）

（2020.7.5）

（2016.7.31）

有権者数

168,759

166,054

11,290,229

投票率

54.45%

59.69%

55.00%

宇都宮 けんじ 無・新

11 ,19 9

18 ,66 8

84 4 ,1 5 1

19.08%

13.76%

（共・立・社支援）

12.35%

小池 ゆりこ

55,892

無・現

鳥越俊太郎

44,480
増田ひろや(自公）27,341

61.63%

山本 太郎 れいわ・新

11,083,304
59.73%
鳥越俊太郎

20.56%

3,661,371
59.70%

2,912,628
増田ひろや

73.41%

9,616

1 ,34 6 ,1 0 3

1,793,453
71.89%

657,277

10.60%

10.72%

小野 たいすけ 維・新

8,488

612,530

その他

5,493

7,334

357,349

494,178

90,688

97,823

6,132,678

6,546,362

9.36%

合計
(無効票

9.99%

1,193） （無効票 1,298）

サポート会場 荒川区荒川2-1-5セントラルビル7Ｆ

九州地方を襲った豪雨は︑多く
の尊い命を奪い︑築き上げてきた
暮らしと地域を一瞬にして破壊し
ました︒日本が災害大国であるこ
とをまたしても思い知らされる事
態です︒しかし今回は︑これまで
と違いコロナ感染拡大の中での豪
雨という複合災害になり
ます︒避難所も定員が半
分くらいに減る計算にな
り︑新たな対応が求めら
れています︒︵下写真︶︒
荒川区の場合︑避難所の
増設自体が困難です︒在
宅避難や親戚や知り合い
の家に避難といいますが︑
そうならない方も多いは
ずです︒地震の場合は︑住宅耐震
化が必要ですし︑豪雨の場合高い
建物に逃げるしかありません︒荒
川区でもコロナ対策と同時に複合
災害対策の準備を並行してすすめ
ることが急がれます︒︵横山幸次︶

電話予約が必要です（コールセンター番号は全国共通問
合せ番号でつながりにくいようです）。
予約は、下記の①か②にかけてください。
①電話予約窓口(オペレーター対応)
０５７０−０７７−８６６ 受付は９時から１８時
②受付専用ダイヤル(自動ガイダンス)
０１２０−８３５−１３０ （２４時間対応）
自動音声に従ってプッシュボタンを押します。
問合せに必要な荒川会場コードは １３３８
※受付番号を聞いて予約した時間に行ってください
《当日の注意事項》
〇会場に入れるのは申請者1人 〇必ずマスク着用
〇ボールペン持参 〇当日検温を(37.5度以上は入場不可)
〇入場時にアルコール手指消毒 〇確定申告書・売上台帳
・通帳の写し・免許証等本人確認をコピーして持参 〇申
請補助シートをダウンロードして必要な情報をあらかじめ
記入して当日持参
※事前に荒川区役所6階の中小企業等相談窓口で中小企業
診断士等のアドバイスをうけ、申請の予約をする方法もあ
ります。10時〜16時 問合せ03-3802-3640 まで

☆横山区議事務所 定例法律相談
毎月第１月曜･午後６時〜８時
横山幸次区議事務所

次回は、９月７日の月曜日です。
※お急ぎの方は、ご連絡下さい。生活相談は随時行って
います。お気軽にご相談ください。

