議案

内容

包括外部監査契約の締結

10

審議委員会

包括外部監査契約を公認会計士と締結する

10

（契約金額6,313,725円）
①新生児への特別定額給付金事業（期日後
から来年4月1日までの新生児に10万円支

一般会計補正予算(第３回)

給 2億円）

10

②P C R 検査体制強化（約1.5億円）
③2019年度決算確定で決算剰余金約26億

総務企画

円余を基金に積む
国保会計補正予算(第２回)

26

2019年度決算確定による都支出金・一般
会計への繰出金約2億１千万円補正
2019年度決算確定による国庫負担金の償

介護会計補正予算(第１回) 還、一般会計への繰出し金、介護基金積み
立てなど約５億円補正
①証明書自動交付機の廃止に伴いマイナン
バーカードなど使ってコンビニで取得した
際の手数料改定
住民票の写し 300円→200円

手数料条例の一部改正

印鑑登録証明 300円→200円
②郵便による各種証明書申請の手数料改定

20

福祉区民

住民票の写し、戸籍附票の写し等
300円→400円 （値上げ）
これまで印鑑登録を受けられなかった「成
印鑑条例の一部改正

年被後見人」について法定代理人が同行
し、本人による申請であれば受け付ける

人権擁護委員候補の推薦に １２月3１日で任期満了となる１名につい
意見を求める

て引き続き推薦

25

委員会審査省略

２０１９年度各会計決算
歳入決算
一般会計
国保特別会計
後期医療特別会計
介護特別会計

歳出決算

９月 日から 月９日まで荒 計の実質的な黒字分は︑約 億 型プロジェクトなどの検証・チェッ
川区議会９月会議が開かれます︒ 円で︑基金に積み増す補正予算 クを行い︑不要不急の事業の見
区長提出議案は︑２０１９年度 も提案されています︒
直しを求めていきます︒
荒川区一般会計決算︑新生児へ
この間コロナ対策の補正予算
黒字分や基金だけでなく︑毎
の 万円支給・基金積立などの で基金から 億円以上取り崩し 年の計画的な財政運営で暮らし
補正予算︑証明書自動交付機廃 ていますが︑それでもくらし応 や営業を守る施策を実施するこ
止などです︵左表参照︶︒
援に回す財源はあります︒
とが十分に可能です︒区民に寄
今議会は︑ＰＣＲ検査体制の
予算編成にあたっての副区長 り添った来年度
抜本拡充などのコロナ感染防止 の﹁依命通達﹂では︑﹁イベン 予算編成に向け
対策強化とともに︑区民のくら ト﹂等の見直しをあげています︒ て力を尽くしま
しの応援が大きな課題です︒
西日暮里駅前再開
す ︒み な さん の
２０１９年度一般会計決算で 発の１９０億円大
ご 意見 を お寄 せ
は︑区の都金＝基金が年度末で ホール建設も中止
ください︒
約３９４億円︑前年比 億円増 となりました︒駅
の残高になっています︒一般会 前再開発はじめ大

荒川区議会９月会議…区長提出議案

繰り越す財源

差し引き額

審議

（決算剰余金）

委員会

101,199,167,908

98,330,023,116

380,844,000

2,488,300,792

22,866,384,607

22,653,194,773

0

4,741,973,315

4,691,978,037

0

49,995,278

17,498,558,194

17,048,374,338

0

450,183,856

213,189,834 決算特別

※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）

委員会

議会日程 ◎本会議 ９月10日、11日 １０時〜
※日本共産党区議団は、北村区議
（10日 午後）、小島区議（11日予定）が本会議で質問を行います。
☆総務区民、福祉区民 14日 文教子育て、建設環境 15日 いずれも１０時〜
☆決算委員会（10時〜15時） ９月17日、23日、25日、28日、30日、10月1日、2日
◎本会議 10月９日 １０時〜
※ぜひ傍聴にお出かけください。

区政報告
ニュース

№ ７７５
２０２０年９月６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。

町屋８丁目の都営住宅建て替え
が終わってもう何年になるでしょ
うか︒その時︑旧４号棟あたりは︑
なにも建たずに空き地になり︑い
まはフェンスに囲まれたまま︑
夏草が茂っています︒
区もまとまった土地で地型
がいいので︑何とか取得でき
ないかとも考えていたようで
すが︑うまくいきません︒東
京都は何に使うのでしょうか︒
それもはっきりしません︒
だったら防災上の観点や景
観からも︑とりあえず暫定的
に簡易な公園として整備して
活用できないものでしょうか︒
実は︑町屋地区は︑区内でも
公園面積が一番少ない地域な
のです︒一方で︑地震などの
災害危険度は︑全都でもきわ
めて高くなっています︒それ
でなくても荒川区は︑面積も
狭く︑空地の確保もきわめて

※お困りごとなど電話、
ファックス、メールなど
でお気軽にご相談下さい。
※裏面 図書館問題、高
齢者住宅登録募集…など

困難です︒公園は一つの提案です
が︑有効活用の道を開きたいと思っ
ています︒みなさんのご意見をぜ
ひお寄せください︒ 横山幸次

９月７日(月)
10月５日(月)
横山事務所18時〜20時
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
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☆上は新尾久図書館、下
は、町屋図書館…

荒川区立尾久図書館の概要

◆1人当たり金融資産：2012年5位→2018年10位（OECD）

◆1人当たり可処分所得：2012年15位→2018年18位（OECD）

◆年金所得代替率：2012年39位→2018年43位（OECD）

問い合わせ 福祉推進課地域福祉係
03-3802-3111(内線2614)

◆最低賃金［購買力平価］：2012年12位→2019年13位（OECD）

申込方法 郵送で９月24日（木)消印有効
〒116-8501荒川区役所福祉推進課地域福祉係宛て

◆可処分所得成長率：2012年14位→2017年25位（OECD）

募集人数 単身用…15人 二人世帯用…5世帯。
申込書配布 ９月７日（月)〜24日（木）（土日祝は除く）
区役所1階総合案内・ 2階福祉椎進課・各区民事務所

◆1人当たり名目GDP：2012年19位→2018年33位（OECD）

高齢者区営住宅「空き室待ち登録者」
募集があります。区内には5棟の高齢者住
宅があり、町屋には、さくらハイツ町屋
（町屋７丁目 右写真）、町屋５丁目住宅
の２ヶ所あります。（他に南千住１ヶ所、西尾久２ヶ所）
「空き待ち登録者」は、空き室ができた場合に、登録順に
入居する仕組みです。

安倍首相は︑辞職を表
明︒その在任期間の７年
８カ月は国民にとって何
だったでしょうか？
会見では﹁成果﹂を誇っ
ていましたが︑そこには
﹁アベノミクス﹂の言葉
を聞くことはありません
でした︒
それもそのはず︑客観
的な数字⁝データが雄弁
に安倍政権の結末を語っ
ています︒景気回復を実
感できないことは当然で
すが︑国際的な経済的指
標も軒並みのダウン︒コ
ロナ対策とともに国民の
くらしを温め底上げする
政治への転換が急務です︒

◆実質GDP民間消費成長率：2012年129位→2018年179位（国連）

荒川区は「入館票（氏名、連絡先）」の提
出を求めていますが…？
図書館の利用情報は、重要な個人情報。しかしコロナ対
策として荒川区など一部自治体で入館名簿を作成。入館者
で感染者が出た場合、保健所に連絡するというものです。
しかし区も入館票記入は、本人の同意が前提で強制ではな
く、記入しなくても入館を拒めないとしています。感染拡
大防止の徹底とともに来館者自身が入館日・時間を記録し
必要な場合、確認できるようにすることもできます。連絡
先を持たない人や記入出来ない事情の人たちが図書館から
排除されてはなりません。再考を求めました。

住所 荒川区東尾久8丁目45番4号
構造 鉄骨造・一部鉄骨鉄筋
コンクリート造地上２階建
▽敷地面積 1728.54m
▽延床面積 2106.73m
▽座席数 約３００席（現在の倍）
▽蔵書数 約１２万冊

申込要件…区内居住5年以上で・65才以上単身の方・高齢
者夫婦等世帯（65才以上とおおむね60才以上の夫婦か、65
才以上の兄弟姉妹の2人世帯）

安倍政権下での国際的な経済指標の一部

#

文教・子育て支援委員会とし 材が多く使われて柔らかい雰囲
て来年２月開館予定の新尾久図 気です︒また︑運営方針では︑
書館︵建設中︶を視察しました︒ ①誰もが行きやすい図書館②子
現在の尾久図書館は︑引越しの どもへの読み聞かせなど読書︑
ため 月に閉館します︒
学び促進︵話し声︑ざわめきの
新図書館は︑整備中の宮前公 許容︶③調べもの支援④障害者
園の中につくられ︑前には遊具 利用促進⑤俳句コーナー設置⑥
が整備された公園や近くに認可 地域交流の場などが強調されて
保育園や中学校もあります︒と います︒大事な視点ですが︑他
ても素晴らしい
の３つの地域館も
環境だと思いま
共通です︒しかし
す︒内装は︑木
町屋図書館のよう
に施設の制約から
対応できない現状
もあります︒歩い
て通え︑誰もが行
きやすい図書館に
改善整備する計画
を求めて行きます︒

感染防止対策で長く閉館して 画的人材育成などです︒
いた中央図書館︵ゆいの森︶や ﹁コロナ危機﹂下での図書
地域図書館が７月 日から一定 館運営という視点を
の制約︵２時間入れ替え︑１回
またコロナ危機下での図書館
人程度︑学びラウンジの座席 の役割は重要です︒図書館の休
制限など︶付きで再開しました︒ 館期間は妥当だったのか︑電話
こうした中︑議会に中央図書 やｗｅｂ検索で図書を選び宅配
館︵ゆいの森︶の運営状況と今 するシステム︑電子図書の拡充
後の課題について報告がありま などもっと充実してコロナ渦で
した︒中央図書館の開設によっ 図書館の使命を果たすことが求
て区立図書館全体の利用登録が められています︒﹁ 図書館は
約５割増加︑絵本館を中心に︑ 動きつづける﹂
を目標に！
柳田邦男絵本大賞など通じて︑
絵本の貸し出しが ％増えてい
るなど成果が報告されました︒
課題は①絵本館魅力向上と大
人への普及②読書バリアフリー
で障害者への読書支援③調べも
の支援︵レファレンス︶の利用
促進④読書活動︑図書館利用促
進のアウトリーチ⑤シニア世代
の 生き がい ⑥図 書館 職員 の計
30
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