３月 日をもって町屋さ
くらの廃止が︑強行されま
した︒
かつてない署名が区に届
けられ︑町会からも存続の
要望署名や陳情が区長や議
会に提出されるなど世論と
運動が広がりました︒生活
の足が奪われるのですから
当然です︒

り続けてきました︒
町屋さくらの利用者︵６
割が高齢者・障害者︶が︑
どういった目的で利用して
いたのか︑廃止になるとそ
の方々の暮らしがどうなる
のかなどを考えることが区
に求められていました︒
しかし︑区は︑利用実態
すら調べないまま廃止した
のです︒

移 動の 権利 保 障に こそ
財政措置を

弁︒代替え手段無しの廃止
については︑まともに答え
ることが出来ませんでした︒
あらためて︑町屋さくらの
路線復活と区内全域での地
域公共交通の検討を早急に
行うよう求めていきます︒
移動の権利保障にこそ財
源措置を
求めます︒

近隣区のコミュニティバスの運行状況

１億７２００万円

文京区 区の補助事業（区が赤字補填） ２ルート８２便

区の関連予算
（２０２１年度）

運行便数
実施形態

理不尽な区の廃止理由

※尾久・日暮里は新規運行の場合

しかし区は︑﹁補助金を
出さないという前提が崩れ
る﹂などとしてあくまでも
存続を拒否︑利用者の切実
な声に背を向ける姿勢をと

区は︑現行町屋さくらと
他の２路線で計１億２００
０万円︑尾久・日暮里で運
行すると１億４０００万円︑
総額２億６０００万円と答

「町屋さくら」利用者数（延べ人数）
2019年度 2020年度
乗車人数（全体） 219,143 111,789
障害者利用人数
21,558
12,853
シルバーパス
109,928
54,220
利用（想定）

台東区 区の補助事業（区が赤字補填） ５ルート２３１便 ３億１９００万円

３５００万円
墨田区

区の補助事業（収支不足額の全
３ルート１５２便 １億４８００万円
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

区は︑区民や議会の声を で按分します︒料金も相手
受け急きょ﹁アンケート﹂ 次第︑本当に相手とマッチ
をはじめました︒本来は︑ ングするのか⁝など不明点
区が廃止に同意する前に利 も多く高齢者・障害者が使
用者の実態を調べて︑対策 えるのでしょうか︒
を考えるべきものでした︒
しかも区は︑代替手段と
内容は﹁相乗りタクシー して相乗りタクシーだけを
に関する﹂アンケートです︒ あげています︒はっきり言
﹁相乗りタクシー﹂は︑ えば︑１円の税金も使わな
昨年 月に解禁されたばか い態度表明ではないでしょ
りの制度︒配車アプリを使っ うか︒
て近くで予約の入った相手
移動の権利を保障する立
を探し︑両者の承認のもと 場で区民の声を真摯に聞く
で相乗り︑料金は移動距離 姿勢が求められます︒
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区内全域にコミュニティバスを走
らせた場合の経費試算
必要な補てん額
新規運行経費
町屋さくら
3000万円
さくら
5000万円
汐入さくら
4000万円
尾久・日暮里
1億4000万円
合計
2億6000万円

１８時〜２０時
横山区議事務所

２０２２年４月
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
４月４日（月）
５月２日（月）
４月号外

０１８年に発効した水俣条約
によって水銀使用が規制され︑
水銀灯についても２０２１年
から製造中止なったためです︒
今回の付替えが凄惨な犠牲を
伴って発効した水俣条約が元
になっていることを知ること
になりました︒
横山幸次

子どもたちは、長期のコロナ禍にあって、楽しみした
行事や部活などの中止・縮小など制約された中での生活
を強いられました。また、小学校の新入生は、保育園、
幼稚園、各家庭で我慢を強いられた中での生活が続いて
きました。
大人には言えない 荒川区立(3月29日現在)
様々なストレスを抱 小学校卒業生・新入学生
えています。一人ひ
1464名
1561名
とりの子どもたちに 中学校卒業生・新入学生
寄り添ったきめ細か
1073名
1097名
な対応と子ども達の
意見をしっかり受け
止めることがいま求
められています。

町屋斎場の前の通りにある
街 路灯 に﹁ 歩道 側を 撤 去﹂
﹁道路側を明るく﹂する工事
の告知が貼ってありました︒
３月 日までに終了というこ
とで︑すでに完了していまし
た︒見た目は︑歩道側が撤去
されているだけのようですが︑
担当課に聞く
と水銀灯から
セラミックメ
タルハライド
ランプに替え
たそうです︒
ＬＥＤの選択
もあるようで
す︒すでに２
31

２０２１年 月 日︑内
閣府は︑子どもの貧困に関
する初めての全国調査︵子
供の生活状況調査﹂︶の報
告書を公表しました︒
荒川区は︑２０１０年５
月に荒川区子どもの貧困・
社会排除問題対策本部︑翌
年に検討部会を設置するな
ど全国でもいち早くこの問
題に取り組んできました︒
しかし︑予算委員会にあ
たって現状を調べると︑こ
うした体制は解消され︑各
部署任せになっていること
が明らかになりました︒ま
た区として全国的に行った

※内閣府の「子供の生活状況調査の分析 報告書」は、家庭の
経済状態の子どもへの影響把握のため、全国中学2年生と保護
者5000組を対象に、20年２月〜３月に郵送で調査。2715組から
回答。その一部をご紹介します。
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国の調査結果ついての認識
もない状態でした︒
２０１０年からすでに
年間の中︑こ区内の子ども
たちがどういった状況に置
かれているのでしょうか︒
区が︑子どもの貧困問題に
どう向き合っていくのか︑
この 年間の施策の効果は
どうだったのでしょうか︒
この間︑子どもの貧困対
策に関わる事業は︑コロナ
関連施策以外に見ることが
できません︒
国の調査も参考にし区独
自の検証を行い子どもの貧
困対策を再構築すべきです︒

※等価世帯収入の分類について

12

①貧困層：等価世帯収入が中央値の2分の1未満
②準貧困層：等価世帯収入が中央値の2分の1以上で中央値未満

☆「準貧困層」は全体の36.9％、「貧困層」は12.9％となって
いる。「ひとり親世帯」では「貧困層」が50.2％、「母子世帯」
では「貧困層」が54.4％となっていた。
「食料買えない」経験が4 割、子どもの進学にも影響

12

現在の暮らしの状況
全体25 .3 ％ 貧困層では57 .1 ％、ひとり親世帯では51 .8 ％
②「食料が買えなかった経験」
全体11 .3 ％、貧困層では3 7.7 ％、ひとり親世帯では30 .3 ％。
③「大学またはそれ以上に進学したいと思う子どもの割合」
全体が4 9.7％なのに対し、ひとり親世帯が3 4.4 ％、貧困層2 8.0％

貧困層の支援制度利用
①就学援助が58.6％や児童扶養手当が46.2％と５割前後の利用。

﹁荒川遊園﹂が４月
日︵木︶午前９時からオー
プンします︒
入園料大人２００円が
８００円︑ 才以上は１
００円が４００円︑４倍
の値上げで
す︒小学生
入園料も観
覽車も２倍
です︒フリー
パスを土日
も使えるよ
うにしたの
でなどと言
いますが︑

①「苦しい」または「大変苦しい」と回答

65

荒川区遊園リニューアル後の値上げ

入園料

200円

65才以上・中学生

400円

100円

小学生

200円

100円

無料

無料

観覧車

大人

400円

200円

子ども

200円

※利用していない理由＝７割から８割の人が、「制度の対象外

100円

大人

1800円 1200円

（収入等の条件を満たさない）だと思うから」と回答

高齢者

1400円 600円

フリーパス 中学生

1000円

小学生

700円

500円

未就学児(3才以上) 500円
フリーパスは現行平日のみから土日含(入園料込)

ちょっと面白いというか︑
リアルな世論調査を発見︒調
査は︑︑比較的経験に好意的
な論調の読売新聞です︒
調査では︑経済的格差の縮
小のためには︑
﹁賃金底上げ﹂
﹁ 大 企業 ・ 富 裕 層
への課税強化﹂
﹁ 教 育の 無 償 化 ﹂
﹁ 社 会保 障 充 実 ﹂
が 上 位５ 位 ま で の
を 占 めて い ま す ︒
当 然 の願 い が 示 さ
れています︒
年代別にみても︑
若い世代は︑賃金︑
2位

18〜39才

賃金底上げ

教育の無償

40〜59才

教育の無償化

賃金底上げ

60才以上

3位
社会保障の充実
大企業や富裕層へ
の課税強化な ど

大企業や富裕層

賃金底上げ

への課税強化な

社会保障の充実

教育︑社会保障︑その上の年
代では︑大企業富裕層への課
税強化を求める声が上位です︒
国民の中では自公政権の経
済政策は失敗という認識です︒

1位

※観覧車以外の遊具は基本据え置き

21
やはり大幅値上げです︒
区外利用者が多いからな
どといいますが︑せめて
区民割引をつくるべきで
はないでしょうか︒

現行

800円

未就学児

②生活保護は6.0％の利用。以前利用したことがある2.7％を含めて
も、１割に満たない。

新料金

大人

２月区議会でムーブ条例改正が可決、1966年に建
設（築54年）された町屋区民事務所が、来年10月に
移転されることが正式に決まりました。条例改正で、
ムーブ町屋の「ハイビジョンルーム」と「企画展示
コーナー」が削除されました。
今後、区民事務所の事務室と待合・記載スペー
スが設置されます。ビルの４階ですが、エスカレー
ターとエレベータでつながっています。１階での
案内や誘導のサインなども必要です。

区民事務所ひろば館も廃止…ふれあい館建設
は早急に
現在の区民事務所に併設の２階、３階区民事務所ひろば館はなくな
ります。地域コミュニティの観点からも、町屋４丁目ふれあい館建設
は、早期の実現が求められます。

