区は ︑来年 度予算 案に ついて
就学援助の対象を現行生活保護
﹁命と健康︑生活をしっかり支え﹂ 基準の１・２倍を１・５倍して対
﹁必要な対策を迅速・着実に実行 象世帯を拡大︵中間所得層も含め
する﹂と施政方針で述べています︒ 全体の６〜７割程度を対象にする︶
しかし３年連続１０００億円台
この２つの条例案は︑合わせて
となった予算には︑新型コロナ感 ７億円程度の財源が必要ですが︑
染拡大防止対策︑暮らしや営業へ 区の予算０・７％程度組み替える
の新規・拡充の支援が見えません︒ ことで実現可能です︒
共産党区議団は︑この議会を通 予算組み換えも提案へ
じて︑区民の暮らしの実態や区民
アンケートなどで寄せられた声を
区議会に届け︑切実な願い実現に
全力で取り組みます︒

緊急対策として２条例を
共産党区議団が提出
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２つの条例で提案した以外にも
①高齢者施設などでのＰＣＲ検査
定期実施②保健所体制の強化③小
中学校に二酸化炭素濃度測定器配
備④ひとり親世帯への家賃助成⑤
区のコロナ関連融資の金利ゼロな
ど増額︑駅前大規模再開発など不
要不急の事業削減を求める予算組
み換えを議会で提案していきます︒
コロナ禍で感染拡大防止︑暮ら
し優先こそ区民の願いです︒
コロナ影響で生活困窮した方が り︑利用をためらう方が少なくあ
借りる生活福祉資金特例貸付は︑ りません︒
区内で約７３００件︑約 億円︑
今回質問で︑生活保護が国民の
国民健康保険料の減免も１２００ 権利であること︑不必要な扶養照
世帯︑２億７千万円に達し︑生活 会をやめること︑申請用紙を窓口
困窮の拡大が現れています︵右表︶︒ に置くなどまず受け付ける︑理解
この中には︑生活保護基準以下の を広げるための広報や﹁しおり﹂
方も多くおられます︒しかし︑社 の改善など求めました︒
会保障の最後のセーフティネット
区は︑広報やしおりなど一定の
生活保護制度の利用には︑差別や 改善を約束しましたが︑申請用紙︑
偏見︑誤解など大きな﹁壁﹂があ 扶養照会など課題が残りました︒

区が予算案で主要事業としているのは…
☆新型コロナウィルス感染症対策（13億6千万円）
医療・介護事業所への支援など感染症対策など
（内、ワクチン接種など約10億円が国庫支出）
☆災害時の被害軽減…施設整備（2億円）
☆災害対策の充実・強化（3億1千万円）
☆待機児童解消に向けた定員拡大（7億3千万円）
☆児童養護施設整備（1億5千万円）
☆ふれあい館建設（16億2千万円）
☆町屋文化センターリニューアル（1億7千万円）
☆あらかわ遊園リニューアル（18億5千万円）
☆宮前公園整備（7億8千万円）
☆新たなにぎわい創出（2千万円）
☆「あらかわ街なか美術館」整備（280万円）
☆オリンピック・パラリンピック事業（7千万円）
以上１２事業です。この中で、建物・公園など
施設建設、整備が５事業です。必要なものばかり
ですが、コロナ禍で苦しむ区民、事業者への支援
策があまり見えないのは残念です。
（※金額は、百万円以下切り捨て）
※東京新聞は、各区の予算案を記事にしていま
すが、予算の特長を表す表題からも、取組みの
違いがわかるのではないでしょ
うか。

①中小企業事業継続支援補助条例
売上︑営業利益が減少した事業
者に上限 万円を限度に補助
︵２０２１年度の範囲で実施︶
②就学援助の実施に関する条例

荒川区２０２１年度一般会計予算案（当初予算）
２０２１年度
２０２０年度
増減額
増減率
106 0億1000万円 10 69億7000万円 △9億6000万円 △0.9％
※上表の一般会計に、国民健康保険223億円、後期高齢者医
療4 9億円、介護保険180億円の各特別会計を加えた全予算規
模は、1514億円
※△＝マイナス
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生活福祉資金特例貸付(2･10現在)
件数

金額

緊急小口資金

3,321

6億5,873万円

総合支援資金

2,536

13億39万円

延長分

1,435

7億3,990万円

7,292

26億9,812万円

合計

※緊急小口、総合支援の貸付が終了した
方へ総合支援資金の再貸付(最大60万円)
が実施されます。3月末までの受付

国民健康保険料の減免
件数
1,266

金額
2億6,622万円

※1月末現在
都民の暮らし向きの変化(都民世論調査)
▽暮らし向きの変化
「苦しくなった」は33 ％（昨年より9ポイント増加）
※「営業不振などで給料や収益が増えない、又は減っ
た」が56％でトップ（昨年より18ポイント増加）
▽これからの暮らし向き
『苦しくなる』は4 5％（昨年より1 0 ポイント増加）
※東京都が昨年９月４日から１０月４日まで実施

☆荒川区政の各種情報・話題は…
横山幸次区議のホームページで
２０２１年 ２・３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

ニュースのバックナンバーも５年分
をＰＤＦでご覧になれます。検索で
「横山幸次」と入力して下さい。
裏面 区政の大争点 西日暮里駅前再開発問題…など

備考

300 推計値
300

タワーマンションは時代遅れに？

世界的建築家である隈研吾氏は、今年１月１日の
朝日新聞で次のように述べ、警告を発しています。
「いま世界で問題とされているのは、タワーを中心
に敷地を統一したエリアだけが島状になって孤立し、
低層部は似たようなデザインで同じようなブランド
ショップが入り」…（中略）…「開発はディベロッ
パーとデザイナーが中心となって進められ」…（中
略）…「タワー型開発は、いろいろな格差と対立を
もたらしてしまった」

日の区議会本会議一般質問 ようです︒旧道灌中跡地など貴
で︑西日暮里駅前再開発につい 重な区民の財産を何に使うのか︑
てただしました︒
区民合意はありません︒
この再開発は︑６割が区有地︑ 区民合意︑公開性も無視した
２５０億円の税金が投入と合わ 西日暮里駅前地区再開発の３月
せ︑いわば区の公共工事そのも 都市計画決定は中止すべきです︒
のです︒しかも計画調書には︑ まちづくりの
３００の借家人の態度が不明︑
理
念なき﹁
再開発﹂
﹁反対陳情が複数提出﹂︑事業
また︑今回の再開発推進に区
進捗で反対意向が強まる︑マン のまちづくりの考え︑理念が全
ション内で賛否が分かれている︑ く見えてきません︒
資金計画に不安など懸案をあげ
荒川区のまちづくりは︑超高
ています︵左資料︶︒
層のタワーマンション中心の従
公開請求した予算調書︵国に 来型でよいのでしょうか︒コロ 薄︑コミュニティが成立しない︑
提出︶は︑黒塗り部分が多くあ ナ禍で今後︑生活変容︑一極集 今後︑小規模修復型の時代にな
りました︒大ホール断念後の計 中の是正など大きな変化が生じ るとの指摘もあります︒
画調書は︑都市計決定後になる ることは明らかです︒
区は︑こうした警告を真摯に
タワーマンションについて︑ 受け止め検証し︑荒川区のまち
建築の専門家の中で﹁近い将来 づくりすすめるよう求めました︒
タワーマンションは時代遅れの ﹁
公開すると事業に支障﹂
産物になる﹂︑エネルギー収支 ⁝驚くべき区の答弁
をゼロにするビルの時代が来る︑ 区は︑﹁都市計画決定前に公
タワーマンションは︑収支を合 開すると今後の事業に支障が生
わせることが無理︑環境負荷が じる﹂などとまともな理由も示
大きいなど問題点が指摘されて さず公開を拒否する答弁を行い
います︒地域への帰属意識が希 ました︒専門家の懸念について
も 真摯 に 向 き合 お う と
していません︒
いま 立 ち 止ま っ て ︑
見 直す こ と が将 来 の ま
ち づく り に つな が る の
では な いで
しょうか︒
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反対
6.23
6

65.77

12.33

保留

賛成
26.77
39

﹁計画調書﹂より

権利者等の状況
関係権利者数 総数
土地所有者
33
借地権者
45
借家権者
300
合計
378
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☆定例法律相談

区役所一階の戸籍住民課に入る
角にある城北信金のＡＴＭが３月
日に撤去されることになりまし
た︒今年 月末にＡＴＭの裏にあ
る住民自動交付機を撤去すること
もあり︑荒川区は︑戸籍住民課の
待合スペース不足解消のために︑
20

◎私たちは住民のくらしと命を守るネットワー
クをもっています…いつでもご相談を

「定例法律相談」は月一回開催。くらし、子育
て、医療、介護、雇用、税金など、国会、都議会
の共産党議員団や各分野の専門家とも連携し、ご
いっしょに解決のために力をつくします。

城北信金ＡＴＭを地下に移設でき
ないか打診していたようです︒し
かし城北信金は︑地下では集客が
減り︑移設経費もかかることから
撤去することになったようです︒
私もよく利用していたので不便に
なります︒ところで︑金融機関も
ＡＴＭも随分減ってきました︒コ
ンビニにあるといいますが︑手数
料は割高です︒これから先どうなっ
ていくのでしょうか︒︵横山幸次︶

毎月第１月曜･午後６時〜８時
横山幸次区議事務所

