高齢者おむつ購入助成

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

在宅介護者マッサージ

●敬老週間(長寿慶祝の会）

お年寄り何でも相談窓口

ふれあい粋・活サロン補助

生活保護法外援護

●訪問介護自己負担額軽減

●介護保険移行者ホームヘルプ負担軽減

介護施設食費・居住費補助

●介護保険制度の趣旨普及

●高額療養費・出産費貸付事業

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

つもならコスプレもおいてあるそ
うですが︑今年はありません︒近
くで遊んでいた多くの保育園児が
群がって楽しそうに見入っていま
した︒散歩がてら寄ってみてはい
かがですか︒なお︑入り口には︑
公園の防災機能の案内もあります︒
この際みなさんも直接確認されて
はいかがですか︒
横山幸次

11月２日(月)

月 日はハロウィン︒クリス
マスとともにいつの間にか日本に
定着してきました︒しかし今年は
コロナ禍でハロウィンの大規模イ
ベントの多くが中止のようです︒
そんなおり︑尾久の原公園の管
理事務所に︑ハロウィンで使う巨
大カボチャのランタンを発見︒こ
れは毎年行っているようです︒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 荒川区のまちづ
くりについて…など
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☆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。

金利ゼロに引き上げ︑国保料・
税の減免拡大︑学校給食の無料
化︑ひとり親世帯の家賃助成な
ど直接暮らしを応援する支援を
抜本的に強化することなどが必
要です︒また︑保育や学校など
でのＰＣＲ検査の公費での定期
実施は緊急課題です︒
増税とコロナ禍での区政執行
としては︑くらし応援がきわめ
て不十分な予算執行でした︒

理美容サービス

№ ７８０

arajcp@tcn-catv.ne.jp

る打撃も加わり︑今年４〜６月
期のＧＤＰ年率換算で ・１％
減少︑７月の家計消費も前年比
７・６％マイナスになるなど︑
深刻さを増しています︒増税容
認では︑区民の暮らしの大変さ
に寄り添えません︒
コロナ関連融資を他区同様の

民間賃貸住宅活用

10

☆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
遺族会補助

される中でも︑事実上大規模市
街地再開発は聖域としています︒
これでは︑見直されるのは福祉
や教育︑保育などです︒
見直すべきは︑大規模再開発
事業ではないでしょうか︒コロ
ナ危機のもと︑暮らし︑医療︑
介護︑保育︑区内産業などに手
厚い支援が今ほど必要なときは
ありません︒
︵２面に続く︶

応急資金貸付

２０２０年１０月１１日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６
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区政報告
ニュース
区は︑コロナ危機で財源不足
が生じるとして西日暮里駅前再
開発の大ホールと南千住旧浄水
場跡地購入の中止を前提とした
財政フレームを作成しました︒
また財源不足対策として︑区
は︑全事業の中から約２８５項
目を選定し見直し含めて検討︑
来年度予算に反映させるとして
います︒その中には︑福祉︵福
祉部対象事業＝下表︶や子育
て支援︑産業支援など区民生
活に密着した多くの施策が含
まれています︒西日暮里と三
河島の再開発も対象事業です
が︑区は︑本会議で﹁推進﹂
を表明︒財政的な困難が懸念

福祉部の対象事業

今 回の議 会 では︑荒川 区 の２０
１９年度予算執行︵
税金の使い方︶
について審議されま した︒この決
算の認定に日本共産党区議団は︑
反対しました︒その主な理由につ
いてお知らせします︒

☆国会で日本共産党が示したグラフ。昨年10
月10％増税以降の家計消費の落ち込み…。

長期の消費不況に追い打ちを
かけた昨年 月の消費税大増税︒
今年に入り︑新型コロナウイル
ス感染⁝今もなお収束も見えな
い状況が続いています︒
区は︑消費税増税について
﹁社会保障のために必要﹂﹁長
期的には地域経済に貢献﹂と容
認し続けてきました︒しかし増
税の影響に加えて︑コロナによ
10

（●は2021年度に見直しする）

区は︑コロナ危機の下でも西
日暮里駅前と三河島北地区の再
開発を推進するとしています︒
両地区合わせて１７００戸を
超えるタワーマンション︑北千
住ルミネ規模の巨大商業施設を
要する計画を１９０億円の大ホー
ルを中止しただけで︑当初計画
通り推進するとしています︒果
たして３万㎡の商業施設が西日
暮里で可能なのでしょうか︒
荒川区のまちづくりの最優先
課題は﹁安全で安心して暮らせ
る街づくり﹂︒不燃化特区地域
など木造密集地域の改善整備に
こそ集中的に予算をつぎ込むべ
きです︒タワーマンションでな
く区民が住み続
けることのでき
る公的住宅や住
替え住宅︑建替

町屋３・４丁目の木密地域

昨年度︑厚生労働省が立
ち入り調査した全国３万余
事業所のうち︑労使協定の
上限を超えて残業をさせる
など︑違法な時間外労働が
確認できたのは全体の半数
近くに上ったことが判明︒
▽残業をするために必要と
なる労使協定がない▽労使
協定の上限を超えて残業さ
せたりするなど違法な時間
外労働が確認されたのは
万５５９３か所と︑全体の
・３％に上りました︒
このうち か月の残業が
▽過労死ラインと 時間を
超えるケースが確認された
47

1

80

1

のは５７８５か所︑率にし
て ・１％▽１５０時間を
超えるケースがあったのは
７３０か所︑４・７％あり
ました︒
︵ＮＨＫニュースより︶
37

え等への支援の抜本拡充を行う
べきです︒
また本当に公共施設としてコ
ンベンションホールが必要なの
か︑改めて区民の声を聞くこと
も必要です︒
その点で税の使い方が大きな
問題です︒例えば︑三河島駅北 木造密 集地域 です
地区再開発は︑合わせて地権者 が︑事 業開始 以後
人︑面積１．５㌶に１２８億 ６年間 で使っ た税
円の税投入が予定されています︒ 金が決 算ベー スで
西日暮里駅前は︑地権者 人︑ 約 億円程度です︒
面積２．３㌶︑補助金２５０億 再開発 とあま りに
円となっています︒しかし︑不 も違いすぎます︒
燃化特区は︑２９１㌶︵区面積
災害に強い︑住み続けること
の ％︶︑対象世帯３万８千世 のできる防災︑福祉のまちづく
帯︑約７万人でそのほとんどが りこそ荒川区がめざすべきです︒

西日暮里駅前再開発計画では、
１社が管理する商業施設を誘致
するとしています。約３万㎡は
北千住ルミネ(2019年売上312億
4300万円)と同規模。開発計画
案では、来客数や売上額の見通
しなどの基本的検討は行ってい
ないようです。区は「デベロッ
パーがやれると言っているから
大丈夫」という程度の認識です。日暮里駅前再開発は「成
田から３０分世界の玄関口」地域が活性化すると3棟の再開
発ビルを建設しましたが「外から人を呼び寄せ地域を活性
化させる」手法は根本的な見直しが必要ではないでしょう
か。商業床が埋まらず、区が
2019年首都圏乗降客数
買い取るようなことがあった
１位 新宿 3,420,126人
ら大変なことになります。
２位 池袋 3,238,814人
区は、「荒川区で最後の駅 ３位 渋谷 2,630,830人
前再開発のチャンス！」など ４位 横浜 2,240,416人
と言っていますが？
５位 北千住 1,537,181人
みなさんのご意見をお寄せ ★西日暮里は３３位
390,055人
ください。
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１０月１０日から文化施設（サンパール荒川・日
暮里サニーホール・ムーブ町屋）・生涯学習施設
（生涯学習センター・町屋文化センター）・スポー
ツ施設（荒川総合スポーツセンター・荒川遊園スポー
ツハウス）のホール及び会議室については、他の区
施設（ふれあい館やひろば館等）他の区施設と同じ
水準に緩和されました。
（１）ホール（サンパール荒川・日暮里サニーホール・ムーブ町屋）
・利用者の間隔が十分に保てる程度を確保し、最大定員は通常定員の
５０％とする（客席の最前列は舞台前から十分な距離をとるため、水平
距離２ｍあける）。
・合唱や運動などが想定される利用は、面積÷４㎡で利用定員を積算。
（２）会議室（サンパール荒川・日暮里サニーホール・ムーブ町屋・生
涯学習センター・町屋文化センター・荒川総合スポーツセンター・荒川
遊園スポーツハウス）
・会議等の通常利用は、面積÷２㎡で利用定員を積算。
・合唱や運動などが想定される利用は、面積÷４㎡で利用定員を積算。
※詳しくは、各施設にお問い合わせください。

