地方自治体などが実施
する事業について、終わり
（期限）を設定し、その期限
が来たら自動的に廃止す
ることをいうもの。見直しと
いう名の「廃止」方針。

荒川区では︑教育︑福祉︑介 は︑普段に取り組むべき大事な も対象ですが︑区は本会議の答
護︑産業などからまちづくりま 課題です︒では︑今回の見直し 弁で﹁積極的に推進﹂という立
で１０００近い事業が実施され はどうでしょうか︒
場を表明︒残るのは︑数少ない
ています︒
くらし応援の事業です︒過去の
﹁再開発﹂は対象外か？
区は︑コロナ危機で大きな財
対象事業は︑区ホームページ ﹁行政改革﹂は︑公務員削減︑
源不足が生じるとして今後 年 で公表している年度ごとの事務 福祉切り捨てが中心で︑保健所
間の財政フレームを示しました︒ 事業分析シートの﹁終期設定
機能のひっ迫などコロナ禍でそ
一方︑２０１９年度行政評価 令和３﹂となっている事業です︒ の危うさが露呈しました︒
を公表し︑﹁財政難﹂に対応す 高齢者のくらしを応援する﹁ふ
コロナ危機のもと︑くらし・
る た め と し て サ ン セ ッ ト 方 式 ろわり２００﹂やおむつ代助成 福祉の事業は守るべきです︒一
︵事業の終わりを決める︶によ なども入っています︒一方︑西 方︑大規模再開発のあり方を見
る見直しの可能性がある２８０ 日暮里や三河島の大規模再開発 直す時期に来ていると思います︒
事業を抽出︑今後見直しの可否
について検討し来年度予算にも
反映させるとしています︒行財
政運営の効率的で民主的な改善

《サンセット方式とは》

10

《福祉部の対象事業》

《防災都市づくり部の対象事業》

▽福祉推進
応急資金貸付、遺族会補助
▽高齢者福祉
民間賃貸住宅活用
理美容サービス
高齢者紙おむつ購入助成
特別永住者等福祉給付金
寝たきり高齢者寝具水洗乾燥消毒
高齢者入浴事業
在宅介護者マッサージ事業
敬老週間事業（長寿慶祝の会）
おとしよりなんでも相談窓口
ふれあい粋活サロン補助事業
▽生活保護
法外援護
▽介護
訪問介護自己負担額軽減事業
介護保険移行者ホームヘルプ利用負
担軽減事業
介護保険施設等における食費・居住
費に対する補助事業
介護保険制度の趣旨の普及

▽都市計画
地域環境整備対策（荒川ルール）
荒川区市街地整備指導要綱
魅力ある都市景観づくり
住環境条例に基づく事業
南千住地区住宅市街地総合整備事業
バリアフリー整備促進事業
コミュニティバスの利用促進
擁壁等対策事業
▽防災まちづくり
三河島駅前北地区市街地再開発事業
西日暮里駅前地区市街地再開発事業
▽施設管理
放置自転車撤去
▽道路公園
私道・商店街照明灯助成事業
私道照明灯新設事業
私道整備事業
みどりの条例関係事業
都電沿線バラ植栽事業
あらかわバラの市
区民主体の街なか花壇づくり事業

西日暮里駅が今年３月 日の高
輪ゲートウェイ駅の開業により︑
約 年間の﹁山手線で一番新しい
駅﹂の座を降りてから半年が経過
しました︒一番だろうが二番目に
なろうが︑コロナ禍での日常の変
化の中ではあまり意味を持たない
ような気がしていました︒さして
関心も示すこともありませんでし
た︒しか
しその前
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№ ７７８
２０２０年９月２７日
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℡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。

※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 ラングウッド地
下の区有施設…など
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後︑西日暮里駅はある意味盛り上
がっていたようです︒駅のスタン
プは︑山手線で一番新しい駅←一
番新しい駅でした←現在の里と鈴
虫へと変遷︒駅には︑﹁二番目じゃ
ダメなんでしょうか﹂﹁いまのと
ころは﹂などのポスターが貼られ
ていました︒ちょっと自虐っぽい
ポスターに﹁クスッ﹂と笑みがこ
ぼれます︒その先にセンスの良い
スタンプで完結です︒ 横山幸次

10月５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

設備投資補助・給付金の申請支援などを行っている。

また介護福祉・教育・保育・医療などの現場の定期的PCR
検査の公費実施と子育て支援でまず中学校給食の無償化な
ど思い切った支援を求めました。
【答弁】国・都の動向を注視（都が予算化した介護などは準備）、
学校給食の無償化は、必要な世帯には就学援助で対応。

国連児童基金︵ユニセフ︶
は︑ カ国の子どもの幸福
度についての調査で︑日本
は﹁身体的健康﹂ではトッ
プだったものの︑﹁精神的
幸福度﹂は自殺率の高さな
どから 位と最低レベルだっ
たとする報告書を公表しま
した︒⁝︵中略︶⁝
厚生労働省の﹁自殺対策
白書﹂︵２０１９年度︶に
よると︑ 歳代の死因のトッ
プは自殺で︑その原因・動
37
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ラングウッド地下施設の変遷
1989年2月〜プール＆ジムをつくり東京マリン(㈱に賃
貸し会員制クラブになる。
2000年10月 東京マリンが自己破産
2000年12月〜 事業者を公募し㈱トピーレックスが運営
2012年11月 トピレックスから撤退の申し出
2013年4月〜 提案型公募で㈱アカデミーホールを選定〜
選定の理由：賃料の提示額が従前を上回り、民間事業者への貸付で収入を
得る目的に合致と説明〜

2014年7月〜賃貸契約を締結しダンスホール運営

10

西日暮里駅前再開発でコン
ベンションホール誘致？

で追随せず、別の区の対策をすすめていいる。独自策としては

日暮里駅近くのホテルラング
ウッドの地下にダンスホールが
あります︒賃料＝１︐９００㎡
月額５３１万３千円の支払遅
延が続き︑区は契約解除するこ
とになりました︒
この場所は︑区立施設サニー
ホール︵４階・５階︶と同じホ
テルラングウッド内の区所有分
ですが︑下記のような変遷をた
どってきました︒

【答弁】国や都で金利ゼロがあり、利用していただいているの

/

ダンスだけでなく展示会やセ
ミナーなど幅広い用途に使える
としたホール・スタジオが経営
破綻したのに︑荒川区は︑西日
暮里駅前再開発では大ホール建
設を中止したものの︑新たに４︐
０００㎡のコンベンションホー
ルを誘致する方針を明らかにし
ています︒
同じ日暮里地域に︑同じ機能
を持った集人施設を設置するこ
とに是非について今回の事態と
合わせてよく考え
てほしいと思いま
す︒そして再開発
のあり方も当然見
直すべきです︒

コロナ特別融資は700件近く。区内事業者の方々は必至で
頑張っています。消費税増税に続きコロナです。仕事をや
めるわけにもいかず、家族、従業員のため、いまをしのぐ
支援が必要。なぜコロナ融資金利をゼロに出来ないのか、
国や都の支援金、家賃補助など対象にならない事業所への
独自支援についてただしました。

改修費の事業者負担分も
最初から支払いできず

コロナ特別融資を無利子にすべき

ら払えず︑賃料に上乗せして
年間で支払うことになっていま
した︒

9月17日から決算特別委員会がはじまり、日本共産党区議
団を代表して斎藤くに子区議が総括質疑を行いました。
2019年度は消費税10％に引き上がった年で、その認識と
区としての対策があったのか問いました。また区財政につ
いて質し、今回のコロナは区民の暮らしの緊急事態であり、
イベント等の中止で未執行の10億円や基金も活用して思い
切った対策すすめることを求めました。

区は早急に施設の有効活用を
検討するとしていますが︑どう
なるでしょうか︒改修に全体で
４億７千万円もかかりました︒
しかも鏡の設置など化粧回りの
事業者負担分︵１憶２千万円︶
が最初か

大ホール 552㎡
小ホール 210㎡
第一スタジオ 84㎡
第二スタジオ 66㎡
第三スタジオ 60㎡
第四スタジオ 64㎡
第五スタジオ 25㎡

荒川区の最高齢は、西日暮里の女性で
107才、男性は105才で町屋と東日暮里の
かたです。毎年、75才以上の方を対象に
行われていた「長寿慶祝の会」も「記念品の配布」も残念
ながら新型コロナの影響で中止でした。
力を合わせて本当に「長生きしてよかった」みんなで喜
び合える社会にしていきたい
ものです。

機では︑学校でのいじめや
教員による暴力・ハラスメ
ントなどによる﹁学校問題﹂
が最多︒学校でのいじめ︑
暴力・ハラスメントをなく
す取り組みとともに︑少人
数学級や教職員の抜本的増
員などによる︑子どもの精
神的ケアの充実が重要な課
題となっています︒
︵ 月 日付しんぶん赤旗
日刊紙より︶
9
6

100才を超えた方(大正9年1月1日以前に生まれ)に長寿者
敬老祝金(1万円)、今年満100才を迎える方(大正9年1月2日
〜大正10年1月1日に生まれ)に長寿者敬老祝金(５万円）、
数え年で白寿(99才・米寿(88才)・喜寿(77才)を迎える方
に簡易書留で区内共通お買い物券が送られました。

