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この中で、国の事業は、①「住民税非課税世帯の子
どもひとり５万円給付」約2億5000万円②「生活困窮
者自立支援金の延長」7900万円で、全額国費です。

荒川区の独自財源持ち出しはなし
区の独自事業は、次の囲みの内容です。

【区独自の施策】
◆介護・障害福祉・保育施設などへの補助
①介護・障害福祉サービス事業者：7929万8千円
利用者1人当たり月1.8万〜2.4万円補助
②保育事業者等：6410万1千円 定員×3,500円補助
◆経済急変対応融資を実施 ：2億1066万8千円
限度額 1000万円金利0.3％信用保証料 全額補助
返済８年以内（据置１年以内含む）
◆公衆浴場の燃料費助成：1230万円(1銭湯月5万円)
◆障害者への自動車燃料助成の拡充:305万1千円
（上限3.6万円→4.2万円に引き上げ）
◆小中学校の給食食材費の補助：3828万9千円
(１食あたり：小学16円・中学19円)
いずれも必要な事業ですが、財源は、ほぼコロナ対
応の地方創生臨時交付金で賄われ、区の持ち出しは一
円もありません。
※補正予算だけ前倒しで24日に採決するのは、国の
「子育て臨時給付金は6月中支給」との要請が国から
出ているためです。早く出すことは良いことですが。
先週末︑最高気温が 度を
下回る状態から一気に 度に
迫る気温上昇︒体がついてい
きません︒そこで心配される
のが熱中症です︒特にこの時
期は︑暑さに慣れていない
ため︑そんなに気温が高く
なくても熱中症になること
があるようです︒区のホー
ムページでは﹁水分補給を
しながらウオーキングなど
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１８時〜２０時
横山区議事務所
お気軽にご相談を

６月 日から始まる荒川区議会６月会議︒ウクライナへ
のロシアの軍事侵略︑急激な物価・
原材料や原油の急激な
値上げなど平和とくらしが重大な危機に直面する下で開
かれます︒共産党区議団の質問内容などお知らせします︒

今回の補正予算7億3000万円規模。

今回の議会には︑補正予 レミアム付お買い物券を早
算 が 提 案 さ れ て い ま す ︒ 期に実施を︒
︵内容は左囲み︶
③省エネ促進のエアコン助
しかし︑区民と区内事業 成は︑区内販売店利用時の
者が置かれた状況からみる 補助率・上限額引き上げを︒
と︑事業内容が不十分です︒ ④﹁ふろわり２００﹂の区
そのため︑今回本会議質問 民負担増の回避と利用回数
区は︑コロナ禍でも４２
では︑次に緊急対策を求め の拡大を︒
０億円以上の基金を積み増
ました︒
また︑命を守る熱中症対 し︑内経済変動などに対応
①中小企業・小規模事業者 策として当面︑生活保護利 し自由に使える財政調整基
への区独自に家賃やリース 用世帯に区独自で電気代相 金も２００億円以上ありま
代など固定費への支援を︒
当の夏季手当を支給するこ す︒いまこそ区民の暮らし
②商店街振興のためにもプ とを求めました︒
と営業に振り向ける時です︒

今回の補正予算の内容

定例法律相談
７月４日（月）
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６月会議の日程

で汗をかく機会を増やし︑急
な体温上昇にも対応できる体
づくり﹂を呼びかけています︒
暮らしの中で心がけていきた
いと思います︒ 横山幸次

６月21日(火) 9:30〜全員協議会、本会議
（各会派質問 共産党一般質問 小林議員）
24日(金) 10:00〜本会議
（各会派質問 共産党一般質問 相馬議員）
※補正予算審査のため総務企画委員開催
→幹事長会→全員協議会ののち
補正予算の採決のため本会議を再開
28日(火) 10:00〜総務企画委員会
福祉区民生活委員会
29日(水) 10:00〜文教子育て支援委員会
建設環境委員会
７月１日(金) 10:00〜幹事長会
６日(水) 10:00〜幹事長会、議会運営委員会
７日(木) 9:30〜全員協議会
本会議（議案の採決）

裏面 荒川区の保育事情、年金削減問題…など

いますが︑﹁地域的な理由で
１園希望﹂など︑ 人は保育
利用をできずにいるにも関わ
らず︑待機児にはカウントさ
れません︒
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物価高騰 の局面で︑日本の 年
金カットの 異常さが浮き彫り に
なっています︒
年金の通 知を見て愕然とし た
方も多いは ずです︒しかもこ の

時期は︑年金だけで なく︑住民
税や国民健康保険な ど社会保険
料など通知も来てい ます︒暮ら
せない年金を引き下 げ︑さらに
税や保険量の値上げ 通知も来て
います︒
物価が上がっても︑過
去の賃金が下がれば年金
が下がる年金カット法を
強行したのは︑自民・公
明・維新でした︒
一方で財源の根拠もな
く﹁軍事費ＧＤＰ２％
兆円へ﹂もこうした諸
党が主張しています︒
参院選は︑暮らしにも
直結しています︒

日本の保育士の配置基準は、「配置基準」は、基本的にほぼ
７４年前に作られた基準のままです。日本では４、５歳児３０
人に１人の保育士配置です。一方、英国の配置基準は、４、５
歳児８人に対し保育士１人です。先進国の中で最低クラス。保
育士の労働条件も極めてきびしいものとなっています。
当然子どもの保育に影響します。よく言われますが、ゼロ歳
児３人を一人の保育士で見る場合、いざ災害時にどうやって避
難できるのでしょうか。また、小中学校も今や３０人規模の少
人数学級に向かってるなかで、保育園がいまだに４、５歳児で
保育士一人に３０人のままでよいのでしょうか。豊かで質の高
い保育環境をつくる第一歩は、保育士の処遇改善と配置基準の
見直しです。また子ども一人当たりの保育所面積も狭い基準の
ままです。この基準の改善
も急がれます。
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区議会文教子
育て支援委員会
に今年度の認可
保育園入園や待
機児童の状況が報告されまし
た︒
区内の０〜５歳児童数は２
０１７年をピークに減少傾向
で︑今年は９︐４９２人︵前
年比△４７６人︶︒２年連続
で１万人を下回っています︒
保育園等を利用する児童は
５︐５８９人で︑昨年より１
１４人減少ですが︑保育利用
率は ・９％と過去最高︑少
子化のなかでも保育需要は増
加しています︒

1,040
入園不承諾 ※①
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﹁ 不 承 諾 ﹂ ２ ０ ７人
でも待機児﹁ゼロ﹂？

1,126
入園承諾

2022

一時期大変だった南千住地
域︑日暮里・尾久地域などを
はじめ全体的に児童増のピー
クを越えて比較的入園しやす
い状況になっています︒緩和
で受け入れてきた定員を見直
し︑ゆとりのある保育人数に
戻す時です︒
る 子ども は４ ７９人 い
今年度の幼稚園児数は区立 ま すが︑ 災害 時対応 も
園３３５人︑私立園１︐１５ 考 え︑身 近な 地域で 子
２人︵区内６７３人・区外４ ど もを育 む環 境整備 が
７９人︶の合計１︐４８７人︒ 必要です︒区立・私立︑
児童数減と保育利用の増で︑ 幼 稚園・ 保育 園のそ れ
幼稚園の園児数は区立・私立 ぞ れの良 さを 生かし ︑
とも減少しています︒
家 庭への 子育 て支援 も
保 育 園 ︑ 幼 稚 園 ・ 子 大 切です ︒改 めて保 育
の 質も含 め少 子化対 策
育て支援施設は大切
が問われています︒
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報告では今年度の待機児童
は﹁ゼロ﹂ですが︑﹁不承諾﹂
は２０７人︵育休延長のため
の不承諾希望が１３２人︶で
す︒そのうち 人は認証保育
所や保育ママなどを利用して
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