月 日開催の建設環境
委員会にコミュニティバス
﹁町屋さくら﹂廃止の報告
がありました︒
荒川区のコミュニティバ
スさくらは︑京成バスの自
主運行で︑区の補助金なし
で運行しています︒今回京
成バスから﹁町屋さくら﹂
について①以前から収益が
経費の ％︑②コロナ禍で
一層の利用者・収益とも減
少︵左下グラフ参照︶︑③
今後の収益の改善が見込ま
れないなどの理由で来年３
月末で路線廃止の申し出が
あり︑区も同意しました︒
もともと京成バスの自主
運行であり︑大きな赤字と
なれば当然︑事業撤退はあ
りえます︒しかし区がコミ

☆コミバス町屋さくらと利用者
の多い町屋６丁目都住バス停

18

30

１８時〜２０時
横山区議事務所
お気軽にご相談を

日本共産党荒川区議団
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）
2021年１１号外

今回から、横山ニュースを
リニューアルし「横山幸次
区政通信」として発行します

10

や 買い 物な ど
暮 らし に不 可
欠 な移 動手 段
は 大丈 夫な の
バス導入を決めた理由には︑ か ︑補 助金 で
都営住宅やマンションが多 の 路線維 持︑代 替え移
く︑高齢化の進行︑駅まで 動 手段の 検討な ど求め
の交通手段がないことなど ました︒
上げていました︵下囲み︶︒ 委員会 の議論 を通じ
高齢・障害者などの て 利用実 態調査 は︑実
施するようです︒
移動手段の確保を
委員会の質疑で︑区とし
医療︑ 買い物 ︑社会
てコミバスの利用目的など 参 加など 移動手 段の確
利用者の実態について質し 保 は︑生 存権や 幸福追
ました︒しかし区は︑これ 求権実現に不可欠です︒
まで利用者実態調査も行わ 区 の具体 的な対 応が求
ず︑補助金などでの路線継 められます︒
続も最初から排除し︑代替
みなさ んのご 意見を
えの移動手段の検討すら行 お寄せください︒
わず︑廃止に同意していま
した︒
移動の権利は基本的人権
廃 止 提 案 に対 し ︑医 療
︵
日
本共産党政策より︶
地域住民が︑いつでもどこ
でも自由に︑安全に移動する
ことは︑健康で文化的な生活
を営むうえで欠かせないもの
です︒憲法に保障された生存
権︑移転の権利︑幸福追求権
などをもとに移動する権利を
保障する施策が国や自治体に
求められています︒地域公共
交通をめぐる深刻な状況をみ
れば︑住民の
移動権を実質
的に保障する
施策を進める
必要がありま
す︒

旭電化通り沿い︵町屋６︶
で何か商業施設のような建物
が建設されていました︒何に
なるのか区に確認するとドラッ
グストアが出店するとのこと
︵約６００㎡来年２月開店予
定︶︒区の大規模店の出店に
関わる地域環境保全のための
要綱に基づき地域との調整が
行われています︒ドラッグス
トアでは︑雑貨から食料まで
何でも売っています︒ここか
ら︑コモディイイダ︑どらっ
ぐぱぱす︑まいばすけっと⁝
と大型店舗が続いています︒
電化通りは道路拡幅中で︑商
店街がどうなるのか不透明で

※利用者はじめみなさんのご意見をお寄せください。

す︒高齢化の中︑やはり身近
な商店・商業の在り方を考え
る時ではないでしょうか︒
横山幸次

荒川区は、コミバスの導入にあたって、当初次のような
目的、必要性をあげていました。
①高齢化が進行している地域に合わせた交通政策が必要
②高齢化に伴い障害がでる人が増えることもあり、移動制
約者への対策の検討が必要
③鉄道駅までのアクセスが不便な地域がある
④大型集合住宅建設に伴う交通需要、福祉施設・大型商業
施設等へのアクセス確保
京成バスの自主運行ですから、赤字で撤退と言われれば、
やむを得ない面もあります。しかし区としては、それだけ
ではすみません。当初の移動困難者への支援が本当に必要
なくなったのでしょうか。導入時の移動困難者の問題は解
決したのでしょうか。区民の立場に寄り添った支援策の検
討と実施が必要ではないでしょうか。
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東日暮里
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汐入こども園

10

12
35

花の木

尾久

政府は︑ 歳以下の 子 ら子どもに限定する給付
どもに 万円給付につい は問題です︒国民全体へ
て自公協議で現金５万円︑ のくらし応援︑ボトムアッ
クーポン５万円を決めま プが必要です︒
した︒しかし貧困
はどの年齢も深刻
ですが貧困率の高
さでは︑ひとり親
世帯 ・ ３％︑
歳以上 ％︑ 〜
歳 ・３％︑
歳以 下 ％ と続 き
ます︒また貯蓄ゼ
ロは 単身 世帯 ・
２％︑２人以上世
帯 ・ １％ で︑ 単
身が倍以上と貧困
がより深刻ですか
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医療・
地域連携
▼日本医科大学との速携し︑
経験豊富な医師を配置する
▼日本医科大のドクターカー
の活用や電子カルテ情報の
相互参照等の連携を図る
▼地域医療機関︑移転する
女子医大や駒込病院等の適
切な連携を行う
▼地域の防災訓練に参加

日暮里
町屋

月５日に開かれた健康
・危機管理特別委員会に︑
東京女子医大移転後の新病
院に関する正志会との基本
協定が報告されました︒
以下その主な内容です︒
名称と運営法人
令和宮前パークサイド病院
︵社会医療法人社団正志会︶
敷地と建物︵左囲み︶

8

10

5

9

35

科︵発達障害を含む︶・救
急科・総合診療科・産科・
婦人科・耳鼻咽喉科・眼科
・皮慮科・泌尿器科・リハ
ビリテーション科

35
南千住第三

者数

スなどできないもの
でしょうか︒

尾久第二
12

来年︑女子医大移転とと
もに︑木村病院も南千住に
移転します︒どちらも町屋
地域にとっては︑身近な医
療機関です︒木村病院は︑
地域内の多くの方が通院し
ています︒都電で最寄りの
一中前停留所まで 分以内
で行けますが︑高齢者︑障
害者など通院に送迎サービ

35
30

申込

人数
者数

病床が４００床から２４０床に
減少、感染症病床確保などの関係
で、分娩室・新生児室等の設置が
出来ませんでした。分娩は同一法
人のリバーサイド病院など別の病
院になります。それまでの健診結
果の情報共有などきめ細かな対応
が求められます。

病床 数
▼２４０床︵うち急性期対
応 床規模を確保し 時間
３６５日２次救急以上の救
急医療を実施︶
建物敷地
①貸付期間は 年︒それ以 ▼東京都指定災害拠点病院
降の期間は別途協議
・感染症医療の中核となる
②賃料は当面５年間は無償︒
その後は別途協議
診療科目
内科・循環器内科・消化器
内科・神経内科・腎臓内科
・リュウマチ科外科・整形
外科・脳神経・外科・小児

区立幼稚園募集状況（3歳児）

☆「分娩」は無しに
75

区立幼稚園の入園募集の てしまう家庭が増えてしま
結果︑南千住第三幼稚園の います︒大切な区立幼稚園
３歳児の申込みが５名でし の廃園という流れがつくら
た︒荒川区教育委員会は以 れます︒
前作った﹁学級編制基準で
﹁家から近い﹂﹁保育内
８名に満たない時はクラス 容が充実﹂﹁特別に支援が
をつくらない﹂との方針で 必要な子どもの受け入れ﹂
申込みをした子どもの受入 など私立にない
れを行わないとしています︒ 区立幼稚園の役
これでは︑もし少なかっ 割が必要な時代
たらと公立幼稚園に申し込 ではないでしょ
むことを最初からあきらめ うか︒

荒川区は、国の追加接種の実施方針決定を受け、ワクチンが届き
次第、３回目の接種を受ける準備を進めています。
接種対象者 ２回目接種日から8か月以上経過した方
接種できるワクチン…ファイザー社製・モデルナ社製
接種できるワクチンは原則として1回目・2回目と同じ種類
接種スケジュール〜11月発送開始・12月接種開始〜
（1）医療従事者の方
今年11月中旬に接種券を発送、各医療機関で12月上旬
から接種を開始
（2）医療従事者以外の方
来年1月中旬から接種券を順次発送、予約受付を開始
2回目接種日から7か月を経過する頃までに接種券を順次発送
接種会場 個別接種・集団接種を実施
（1）ファイザー社製ワクチン 来年２月中旬から
個別接種 各協力医療機関（29医療機関を基本にかかりつけ医で
接種できる体制）
集団接種 サンパール荒川、ラングウッドビル、尾久ふれあい館
（2）武田・モデルナ社製ワクチン：来年４月上旬から
集団接種のみ 生涯学習センター、町屋ふれあい館、尾久ふれあ
い館、荒川さつき会館
巡回接種（高齢者施設・障がい者施設等）
訪問接種（在宅要介護者等）
☆エッセンシャルワーカーへの優先接種（保育士・教育関係者）
問合せ 新型コロナワクチン相談センター 電話 0800-666-7777
尾久
南千住第二

募集
申込

人数

幼稚園名
募集

幼稚園名

30

荒川区が約１９憶２千
万円、運営する正志会が
１５憶８千万円を負担
（国庫負担なし）。都は
災害対応工事４億５千万
円で３分の１負担のみ。
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◎東病棟鉄筋コンクリート造
地上6階地下１階
延床面積11,131㎡
敷地4,853 ㎡
◎外来棟鉄骨・鉄筋コンクリー
ト造・地上4階地下4階・延床
面積4,575㎡ ・敷地1,765㎡

新病院開設経費…
３５億円余

