荒川区は︑６月の都市計画決
定直後︑再開発区域内の区立ひ
ぐらし保育園と西日暮里デイサー
ビスセンターの廃止︑小中学校
の対応を議会に報告しました︒
再開発計画では約１千戸の住
宅を予定︑子育て世帯の増加も
想定されます︒

区民の需要があるひぐらし
保育園など廃止でいいのか
区は︑学校・保育園
など の整備 につい て
﹁園庭もある区立ひぐ
らし保育園の移転先が
見つからない﹂﹁学校
は関係部署と協議中﹂など︑無
計画・無責任な対応をつづけ︑
区民合意と納得のないまま︑都
市計画決定を強行しました︒保

№ ８０７

再開発区域は保育園などの公
有地が１万㎡以上あり︑区域全
体の６割を占めています︒しか
し︑権利変換で区が取得し︑区
民施設に利用できるのはわずか
４千㎡︒取得した分で文化交流
施設 を考 えて いま
すが ︑今 ある 福祉

保育園など廃止で４千㎡の
文化施設つくる？⁝

育園は需要があるのに︑来年度
から０〜３歳の募集停止︑３年
後に廃園ではひどすぎます︒高
齢者デイサービスについても︑
指定管理事業者と協議し︑今年
度末で廃止するとしています︒
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区立西日暮里通所サービスセンター
2022年2月 廃止条例を議会に上程
2022年3月 運営終了
2025年〜 施設の除却

☆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。

施設を廃止してまでつくる必要
があるのでしょうか︒コロナ禍
で重要性が浮き彫りになった保
育や介護の施設こそ︑区民のた
めに更新・拡充すべきです︒
開発事業者の利益と採算性を
優先する﹁開発手法﹂を見直し︑
区民のためのケアと環境をまも
るまちづくりが必要です︒

☆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
日本共産党区議団は︑まちづくり
について︑次のような視点が大事だ
と考えています︒
①ケアに優しいまち
区立の保育園や介護施設など区民
の暮らしを支える施設を修復・拡充
し︑区民に寄与し︑区民のためのま
ちづくりにします︒
②区内産業活性化のまち
大型商業施設が区内商業に与える
影響を調査︑立地的にも産業振興支
援機能をもたせます︒
③住み続けることのできるまち
防災まちづくりを最優先︒住宅に
ついては︑区内住宅困窮者も入るこ
とのできる住宅をつくり区の役割を
果たさせます︒
④環境に優しい修復型のまち
既存の街を壊し莫大なゴミ排出︑
延床面積拡大で二酸化炭素排出増加
⁝脱炭素社会︑二酸化炭素排出抑制
に逆行する再開発から環境に優しい
まちづくりに転換します︒

裏面 ３５人学級と荒川
区の小中学校、都営住
宅募集案内…など

先日︑尾久の原公園を訪れると
じゃぶじゃぶ池に多くの子どもた
ちと周囲でも見守る大人の姿が見
られました︒夏の日常の風景なの
ですが︒しかし︑いまは︑コロナ
禍です︒感染予防対策で密を避け
ることが求められています︒区立
公園でじゃぶじゃぶ池があり水遊
びができるのは天王公園と日暮里
南公園ですが︑当初区は︑感染対
策としてじゃぶじゃ
ぶ池の使用を中止
していました︒し
かし︑多くの区民
から利用の要望が

９月６日(月)

弁護士と横山区議が相談をお受けし
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

区に寄せられてやっと使用ができ
るようになりました︒もちろん感
染対策をきちんと行うことが大前
提ですが︑コロナ禍で子どもたち
の安全な遊び場確保は︑本当に大
事だと感じました︒
横山幸次

横山事務所
18時〜20時
８月はお休みです

☆日暮里南公園、
天王公園、下は
尾久の原公園の
じゃぶじゃぶ池

区政報告
ニュース
区立ひぐらし保育園募集停止計画
０歳〜３歳まで入園募集停止
2022年4月
(空きスペースは定期利用保育を実施)
2024年3月 ひぐらし保育園閉園
2025年〜 施設の除却
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町屋地域の小学校はどうなるの…

町屋地域についての区の予測は以下のとおりです。一見余裕があるよ
うにも見えますが、３０人、２０人学級を展望した予測もやはり必要です。
35人学級編制を反映した学級数の推移（町屋地区）
教室数 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３
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※2028年以降は、未出生の児童数を推計
35人学級制は、2022年に3年生まで拡大、2025年に全学年で実施になる計画

西日暮里・三河島北の再開発
峡田小は︑校庭が狭く︑ 年
で１７６０戸の住宅が計画され 前に隣接地︵７３０㎡︶を購入
ています︒日本共産党区議団は︑ して拡張したところに校舎を増
人口増による児童生徒数の増加 設するとしています︒狭い校庭
が見込まれ︑順次 人学級︵２ が拡張され︑子どもたちも喜ん
０２２年に３年生まで拡大︑
でいたようですが︑校庭も下の
年までに全学年で実施︶に移行 狭さに戻り︑児童数も増えるこ
することもあり︑学校等の需要 とになります︒
予測について区の考えをただし
ひぐらし小は︑すでにランチ
てきました︒しかし区は︑その ルームも図書室も普通教室に転
時点では明言を避け︑都市計画 用しています︒来年度は２階の
決定︵６月 日︶が決まってか 図書室を地下の備蓄倉庫に写し︑
ら︑ようやく﹁今後の学級
普通教室にします︒
数増加の対応方針案﹂を出
し か し 計画 全 体
してきました︒
は︑ 再 開 発に よ る
内容は︑ 人学級とマン
人口 増 を とに か く
ション建設︑再開発などを
詰 め 込 み で 乗 り 切 ります︒また統廃合で廃校になっ
加味して推計し︑当面ひぐ
ろ う と し た も の で︑ た旧八峡小校舎は生涯学習セン
らし小に隣接する２つのひ
よ り 良 い 教 育 環 境 ターとして使用されています︒
ろば館改修で学童クラブと
と は 程 遠 い の で は 本来の教育目的に使うべきです︒
普通教室︑峡田小の校庭に
ない で し ょう か ︒
その場しのぎでなく︑中学校
校舎増設︵左図︶︑三河島
再 開 発 地 区 に は も含め︑子どもたちにとってよ
北再開発地区の学区域を峡
真 土 小 学 校 跡 ︵ 現 り良い教育環境整備に向けた計
田小に変更︵下図︶して対
ふ れ あ い 広 場 ︶ や 画を持つとともに︑学校選択制
応する方針です︵下表︶︒
道 灌 山 中 跡 地 が あ や学区域のあり方などもその中
で議論すべきとき
に来ていると思い
ます︒
みなさんのご意
見をお寄せ下さい︒

▼申し込み配布期間

８月２日（月）から１１日（水）

配布場所は、区役所住まいまちづくり課・１階総合案
内、各区民事務所と各ふれあい館、ムーブ町屋、日暮里
サニーホールとなります。

内閣府﹁高齢社会白書﹂に
﹁日本の高齢者は高い就労意
欲を持ち続けている﹂とあり
ます︒しかしその内実
は︑いわゆる高齢者の
貧困問題の表れそのも
のです
▼経済的に日々困窮し
ている 歳以上は日本
・８％スウェーデン
の２・５倍です︒
▼就労継続理由は﹁収
入がほしいから﹂が日
本 ％︑スウェーデン
の倍です︒
﹁仕事が面白いから﹂
は他国の半分以下です︒
荒川区のシルバーの仕
事ももともとは﹁生き
がい﹂が目的でしたが︑

60

今回の募集は、（１）家族向け（ポイント式）1290戸
（２）単身者向け、単身車椅子使用、シルバーピア（抽
選方式）となります。
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ひぐらし小、峡田小の対応方針
校名
方針
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年
日暮里ひろば館改修 方針決定 設計 改修 学童クラブとして使用→
ひぐらし小 西日二ひろば館改修
方針決定
設計 改修 普通教室として使用→
通学区域変更
校舎の増設
方針決定 設計
建設
増設校舎使用→
峡田小
通学区域変更

学校名

便局に届いたものを受け付けます。
▼区内の募集戸数
①世帯向け 町屋６丁目２戸、町屋８丁目２戸、町屋５
丁目２戸、東日暮里１丁目１戸、西尾久８丁目２戸、南
千住２丁目２戸、南千住４丁目２戸、南千住６丁目１戸、
南千住８丁目６戸
②単身者向け 東日暮里１丁目１戸、荒川８丁目１戸、
西尾久４丁目１戸、
※申込用紙記入をお手伝いします。ご連絡ください。

実際は︑生活費の補填が大半
です︒低年金などの実態を反
映した結果だと思います︒

▼申込みは、郵送で、８月１６日（月）までに渋谷郵

