文教子育て委員会︵６月７日︶
に認可保育園入園状況と待機児に
ついて報告があり︑区の待機児童
数を 名と発表しました︒
これ以外にも︑認可保育園を申
し込んだが︑不承諾となり︑仕方
なく他の保育サービス︵認証保育
所︑保育ママなど︶を利用してい
る場合もあります︒本来︑認可保
育園を希望したが入園できなかっ
た数を待機児と見るべきです︒
21

荒川区議会６月会議

☆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。

コロナ禍で︑区民の命と暮ら
しに関わる問題を審議する区議
会が６月 日から開かれます︒
補正予算など重要な議案も提
出されます︵裏面参照︶︒
今回︑日本共産党区議団は︑
小島区議︑北村区議︑小林区議
が質問に立ちます︒ぜひ傍聴に
おでかけください︒

裏面 災害時情報伝達の
強化、再開発問題…など

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

走者とともに走行します︒当日多
くの区民が沿道に押し寄せること
にもなります︒いま︑全国で著名
人のリレー参加辞退や自治体の公
道リレー中止なども続いています︒
その時点での感染状況はわかりま
せんが︑インド株などの感染が広
がる中︑予断を許しません︒荒川
区も長寿慶祝の会など様々な行事
を中止していますが︑やはり五輪
は別なのでしょうか？ 横山幸次

横山事務所
18時〜20時

新型コロナの世界的感染拡大の
もと東京五輪は開催できるのか？
国民の中で中止や延期を求める世
論が引き続き多数を占めています︒
その中で︑７月 日に荒川区内で
の聖火リレーと関連行事が計画さ
れています︒当日︑尾久の原公園
・東尾久運動場を 時 分出発︑
尾久の原防災通り︵左写真︶から
明治通りを抜け 時 分に南千住
総合スポーツセンターに到着︑そ
の後セレモニーを実施︒そ
の間︑関連道路と周辺が長
時間の交通規制になります︒
もちろんスポンサー企業の
巨大なデコ車両が大勢の伴

７月５日(月)

15

35

№ ８０４

arajcp@tcn-catv.ne.jp

この間の待機児の減少は︑認可
保育園の増設によって保育需要に
対応した結果です︒同時に︑本来
の定員以上︵ ％増し︶の受け入
れや保育士の配置基準などの規制
緩和が進められました︒
待機児童が出ている尾久地域を
はじめ引き続く認可保育園整備が
必要です︒同時に規制緩和で事実
上﹁詰め込み﹂が行われている保
育園について︑本来の定員に改善
にするなど︑より良
い保育環境を整備す
ることも急がれます︒
そのために︑国の
﹁保育指針﹂だけで
なく︑区として保育
の質を実現するため
の﹁ガイドライン﹂
を現場保育士︑専門
家︑保護者など入っ
て策定することが必
要だと考えます︒
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10:00〜幹事長会・議会運営委員会
9:30〜全員協議会 10:00〜本会議
10:00〜本会議
10:00〜総務企画委員会・福祉区民生活委員会
10:00〜文教子育て支援委員会・建設環境委員会
10:00〜幹事長会・議会運営委員会
9:30〜全員協議会 10:00〜本会議
６月21日(月)
22日(火)
23日(水)
24日(木)
29日(火)
７月７日(水)
８日(木)

２０２１年６月１３日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６
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☆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

荒川区議会６月会議日程

区政報告
ニュース

①政務活動費の収支報告書②職員の服務の宣誓書の押印欄の
職員の服務の先生に関する条例の一部改正

削除

6億2465万8千円を補正

宮前公園第二期整備区域工事請負契約の締結

園路広場・グラウンドコート整備など3億4900万で契約

8300円を上限に契約

①扶養控除の国外居住親族の要件見直し

④住宅ローン控除の見直しなど
祉

マイナンバーカード発行業務の委託による改正

行うものについて、電磁的記録を可能とする
営等の基準に関する条例の一部改正

準に関する条例の一部改正

同上
指定障害児入所施設の人員、設備、運営等の基

６月区議会に提出される議案について

25億6900万円

ひぐらし中央

224億6500万円

59億3600万円

ひぐらし北

153億8500万円

48億2200万円

三河島南

140億6900万円

35億4000万円

三河島北

400億˜ 430億円

120億円前後

5 3 8 億円前後

※三河島北と西日暮里駅前は計画段階の予定

６ 月８日開 催の荒川 区都
市計 画審議会 で﹁三河 島駅
前北 地区第一 種市街地 再開
発事 業﹂が日 本共産党 以外
︵出席 名・欠席３名︶の
賛成 で決定さ れました ︒Ｊ
Ｒ三 河島駅北 側の１・ ５㌶
の再 開発計画 は︑超高 層マ
ンシ ョン７６ ０戸︑業 務・

250億円前後

約20 1 4 億円前後

合計

1,000億円

西日暮里駅前

補助金
総事業費

コロナ禍で高齢者が苦
しむ中︑菅政権は︑年収
２００万円以上の 歳の
医療窓口負担を︑２割に
値上げする法案を強行︒
一方︑介護保険の２割負
担対象は年収２８０万円
以上︒ 歳以上の医療費
２割の対象は︑自民・公
明の合意でそれより低い
年収２００万円以上にな
りました︒高齢者医療の
２割導入をうけ︑財務省
は介護の２割負担の対象
拡大・原則化を提言して
います︒これ以上の高齢
者いじめは許せません︒

日暮里地域再開発 事業費と税金投入

16

94億8400万円
ひぐらし西

75

75

６月 日に開かれた震災・災
害対策調査特別委員会に災害時
の﹁情報伝達手段の充実・強化﹂
の報告があました︒その内容は
次のとおりです︒
▽荒川区の防災アプリをリニュー

政務活動費の交付に関する条例及び

を求める議論が日本共産党区議
団をはじめ区議会で行われてき
たことが実ったものです︒
アルし文字︑音声情報を配信す
しかし区は︑防災ラジオに代
る︵防災行政無線の放送内容を わる災害情報受信機の貸与を聴
伝える︶
覚・視覚障害者以外では︑ごく
▽﹁災害情報受信機﹂を貸与
わずかの高齢者に限定していま
対象 聴覚障害者︑視覚障害者︑ す︒これで本当に情報伝達にハ
世帯全員が非課税かつ 歳以上 ンディキャップを持った方を救
だけの世帯
えるのか︑疑問です︒
日中独居の高齢者︑スマホを
配布予定台数 合計５５０世帯
※音声︑文字・音声情報の配信 持っていてもアプリが使えない
機能をもたせたタブレット端末︒ 方など制度から漏れる方も想定
これらは︑防災行政無線聞こ されます︒命を守る情報伝達手
えない問題はじめ情報伝達手段 段です︒思い切って対象を拡大
としての﹁防災ラジオ﹂の導入 することを求めました︒

②医療費控除特例を5年延長

特別区税条例の一部改正

同上
て 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営の基準に関する条例の一部改正

▽スマホアプリ︵右図︶
トップ画面﹁防災行政
無線﹂をタップ←読み上
げボタンを押して内容を
音声と文字情報で確認

指定障害児通所支援の事業等の人員、設備、運 ①諸記録の作成・保存等②利用者への説明・同意等で書面で
民

手数料条例の一部改正
区

③軽自動車税グリーン化特例の見直し

福

諸記録の作成・保存等について電磁的記録を可能とするなど
る条例の一部改正
育

家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関す
子

②福祉型児童発達支援センターの職員基準の緩和など
例の一部改正
教

児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条 ①諸記録の作成・保存等について電磁的記録を可能とする

文

区の財務管理等に対し専門家の監査を実施するため、841万

包括外部監査契約の締結

65

新型コロナウイルス感染症の定義を改める

2021年度一般会計補正予算（第２回）

画

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正

企

一般職の任期付き職員の昇給を実施
部改正
務

一般職の任期付き職員の採用に関する条例の一
総

区長提出議案
６月会議

☆区の防災行政無線内容
を読み上げ︑表示する

☆災害情報を受信すると点滅する
︵終了すると﹁放送終了﹂が表示︶

この中で６億円余の補正予算案は、国の「子育て世帯生活支援特別給
付金」以外に経済急変対応融資、設備投資補助、中小企業相談窓口など
です。暮らしと営業応援は、これだけでよいのか…。コロナ禍でのみな
さんの暮らしの実態を踏まえて論戦を行います。
みなさんのご意見、ご要望などお寄せください。

10

商 業１万㎡ の誘致を 予定︒
最 大地権者 ︵真土小 思い出
ひろば︶は︑荒川区です︒
狭い道路 改善や災 害に強
い 街づくり が必要な 地域で
す が︑多額 の税金投 入によ
る 超高層ビ ル建設﹁ 賑わい
創出﹂でよいのでしょうか ︒

再開発で賑わいは？

荒川区は ︑駅前の 拠点開
発 をまちづ くりの中 心に据
え ︑日暮里 地域での 再開発
を 推進して きました ︒計画
も 含めると ５００億 円以上
の 税金投入 です︒一 方で地
域内の商店街の賑わいが
﹁ 喪失﹂し ています ︒街の
修 復︑再生 型の環境 に優し
い まちづく りに転換 すると
きではないでしょうか︒

