№８１４

２０２１年１１月２１日
日本共産党荒川区議会議員団
区役所控室 ３８０２−４６２７
☆横山事務所 ℡&fax
３８０５−０５０４
荒川区町屋５−３−５

定例法律相談
１２月６日（月）
１８時〜２０時
横山区議事務所
お気軽にご相談を

横山幸次・区政報告ニュー
スをリニューアルし「横
山幸次 区政通信」とし
て発行します。
月 日から荒川区議会
月会議が始まります︒長
期に渡るコロナ感染拡大か
ら区民の命と暮らしを守り
対策とともに︑来年度予算
編成にも大きく影響を与え
る議会となります︒
区長提出の議案では︑３
回目のワクチン接種や新病
院改修費用などの補正予算
とともに︑荒川遊園のリニュー
ア ル 後の 料 金 大 幅 値 上 げ
︵２面に特集︶などが区民
生活に直結するものが出さ
れてています︒
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【2021年度11月会議 提出案件】
2021年度 一般会計補正予算
（第５回）

個人情報保護条例及び個人番号の
利用等に関する条例の一部改正
総務
企画

財産の貸付けについて
特別区人事及び厚生事務組合規約の
一部を変更

文教
子育て

区立公園条例の一部改正
（区立荒川遊園関連）

福祉
区民

財産の譲渡について

建設
環境
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デジタル庁創設に伴い、自治体が「情報
提供記録の訂正」を行った際の通知先を、
「総務大臣」→「内閣総理大臣」に変更 など
女子医大移転後の建物を、
(医)正志会へ５年間無償で貸付け
生活保護法に定める「厚生施設」→
「救護施設」に切り替えるため、
救護施設に関する事務を追加
（内容は、区と職員団体との交渉がまとまった
段階で提出予定）
入場料、大型遊具(観覧車)・釣り堀等の
使用料の改定 など
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グリーンパール那須の土地・建物を、
㈱フォレストへ２千万で譲渡

区立公園条例の一部改正
（区立宮前公園関連）

区立宮前公園に新設されるテニスコートの
使用料を規定

地区計画の区域内における建築物の
制限に関する条例の一部改正

西日暮里駅前・三河島駅前北・尾久東部の
３つの地区計画区域内の建築制限の規定
など
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日本共産党区議団は︑小
林行男議員︵ 月 日午後
１時頃・予定︶︑相馬ゆう
こ議員︵ 月 日時間未定
・予定︶が質問に立ちます︒
区として国などの支援が
届かず︑対象外に置かれ︑
困っている区民に手を差し
伸べることが求められてい
ます︒
日本共産党区議団は︑区
民のみなさんから寄せられ
た声をまっすぐ届け実現に
全力を尽くします︒みなさ
んのご意見をお寄せ下さい︒

職員給与・議員報酬の改定

一般会計13億259万9千円を補正
⑴新型コロナワクチン３回目接種の必要経費
（5億3119万9千）
⑵新病院改修の工事費負担金（7億7140万）
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１１月会議の日程（予定)
11月22日(月)10:00〜
24日(水)９:30〜
26日(金)10:00〜
12月１日(水)10:00〜
２日(木)10:00〜
９日(木)10:00〜
10日(金)９:30〜

幹事長会・議会運営委員会
全員協議会・本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
総務企画・福祉区民委員会
文教子育て支援・建設環境委員会
幹事長会
全員協議会・本会議

来春移転する木村病院︒
すでに新病院は︑都電終点
三ノ輪橋の一つ手前︑一中
前停留場そばで建設中で︑
５階建ての姿を見せていま
した︒思ったより大きな建
物でした︒今の病院から大
きく変わるのでしょう︒地
域の医療を担っていただく
とともに引き続き救急病院
としての役割もあります︒
場所は離れますが︑地域に
根差した医療を期待したい
と思います︒
横山幸次

コミバス「町屋さくら」廃止を京成バスが申し出て、区も同意。
区は、議会答弁で「荒川区は交通の利便性が良い」ので町屋さくら
の必要性がないかのように述べました。しかし導入の目的である交
通不便地域、高齢者など移動制約者は必要なくなるどころか、更に
重要な施策になっています。区は、利用者の実態調査もなく、補助
金による継続はもとより、その
コミバスさくらへの区の支出
他の移動手段導入などを一切考
①当初の車両購入費（１台当り）
えていませんでした。近隣区の
費用の３分の１・上限500万円
状況を調べると大半が億単位の ②停留所設置・屋根設置（7ヶ所）
補助金を出して運行しています。 （13箇所は屋外広告企業・エム
町屋さくらの赤字は、年間約200 シードゥコーが無償設置）
0万円といいます。こうしたとこ ③障害者運賃割引（運賃の半額
ろにこそ税金を振り向 を京成と区で負担・大人80円、
子ども40円 年間約500万円）
けるべきです。
近隣区のコミュニティバスの運行状況
実施形態

運行便数

文京区 区の補助事業（区が赤字補填） ２ルート８２便
台東区 区の補助事業（区が赤字補填） ５ルート２３１便
区の補助事業（収支不足額の
墨田区
３ルート１５２便
全部または一部を区が補填）
北区

区の補助事業（区が赤字補填） ２ルート７９便

区の関連予算
（２０２１年度）
１億７２００万円
３億１９００万円
１億４８００万円
３５００万円

足立区 バス会社の自主運行（都バスと同じ大人２１０円で運行）

裏面 荒川遊園リニューアルオープンと入園料大幅値上げ案など

100円

100円

大人

200円

ー

( 1時間)

子ど も

300円

ー

エ ア遊具

子ど も

200円

200円

硬貨自動遊具 子ど も

200円

200円

ポニー乗馬

子ど も

100円

100円

釣り 堀

大人

500円

350円

( 1時間)

子ど も

200円

上記遊戯施設使用料大人は中学生以上・ 子ども は3才から 小学生以下

100円

1800円 1200円

高齢者

1400円 600円

中学生

1000円

小学生

700円

未就学児( 3才以上)

500円

500円

フ リ ーパス は現行平日のみから 土日含( 入園料込)

きる遊園地として区外か
らも多数の来園者があり
ました︒
今回の大型遊具を始め
としたリニューアルで新
しい装いで再登場となり
ます︒

荒川区遊園リ ニュ ーアル後の値上げ案

しかしそこで気になる

子ど も

室内遊び場

子ども家庭部が所管
する意味を考える

100円

小学生

200円

100円

未就学児

無料

無料

大人

400円

200円

子ど も

200円

100円

大人

200円

200円

のが︑今回の大幅値上げ
提案です︒以前から﹁値
上げ﹂の議論はありまし
たが﹁エッここまで上げ
る の ﹂ と い っ た 感 想 で す︒
荒川遊園の運営は︑入
園料だけで賄えず︑区の
支出があります︒議会内
でも﹁採算性﹂や﹁赤字
をなくす﹂ために値上げ
すべきとの意見をもあり
ました︒もちろん荒川遊
園も魅力を大いに発信し
て来場者を増やし収益を
上げることは当然です︒
しかし区立の遊園地であ
り︑区の子ども家庭部に
所属しているように︑子
育て支援の一環としての
役割を担って来たことも
確かです︒採算性だけで 料 な ど 考 え る こ と
は測れない役割があるこ が 必 要 で は な い で
と も 確 か で す ︒ こ う し た しょうか︒
役割との関係からも入園

400円

荒川区商店街連合会が２０％のプレミアの
付いたお買い物券を発行します。
大人

フ リ ーパス

65才以上・ 中学生

その他遊戯

200円

☆新しい「スカイサイクル」…
電動アシスト付きです
現行

800円

観覧車

値上案

大人

入園料

来春の荒川遊園リニュー
アル オー プン に 向け て︑
急ピ ッチ で工 事 が進 んで
います︒
荒 川遊 園 は︑ 区 内唯
一の 区立 遊園 地 とし て１
９５ ０年 ︵ 昭和 年 ︶に
開園 しま した ︒ これ まで
子ど も１ ００ 円 ︑大 人２
００ 円程 度と い う入 園料
やア トラ クシ ョ ン利 用料
の安 さが 特徴 で ︑財 布を
気に せず ︑小 さ い子 ども
も安 心し て気 軽 に利 用で

☆入口付近と観覧車
☆もぐもぐハウスの全景と内部の
様子です
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一人３万円（３冊）まで購入できます。

購入方法１ 商店街での購入

《販売場所》
☆町屋地域 旭電化通り商光会（旭商事）、尾竹橋通り三栄会
（テングヤ洋品店）、まちやアベニュー（振興組合事務所１階）、
センターまちや（サンポップマチヤ）
その他、区内１７ヶ所の商店街で購入できます。
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購入方法２ ハガキ・Webで購入

▼ハガキの受付期間 １１月２８日から１２月３日
ハガキの宛先 〒116−8799 荒川郵便局留 荒川区商店街連
合会「第18弾プレミアム付き区内共通お買い物券事務局」
裏面に 住所、氏名、電話番号 希望冊数（3冊3万円まで）
▼Webの受付期間
１１月２８日から１２月３日
（いずれも当選者に「引換券」を郵送、12月18日から20日までに
サンポップマチヤ１階で引換券、購入代金持参）
※詳しくは、荒川区商店街連合会ホームページで
ご覧ください。

日本農業新聞公式ウェ 危機によって世界的な食
ブサイトに﹁今世紀末︑ 糧危機の懸念がいっそう
トウモロコシ ％減収
高まっています︒輸入だ
穀物の温暖化影響早まる﹂ よりで食料自給率が低い
の記事︒この予測は︑国 日本です︒気候変動への
立環境研究所などの国際 対応と合わせて︑気候変
研究チームによるもので︑ 動対策と農業支援を一体
﹁２０１４年の前回の予 に進める時です︒
測より悪化︑
影響は早期
化﹂し︑今
後も世界人
口が増加す
る中での食
料不足への
懸念を表明
しています︒
気候変動

１１月２７日（土）１０時から（先着順）

