定例法律相談
１０月３日（月）

№８４１

２０２２年９月１１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
３８９５−０５０４
荒川区町屋５−３−５

歳入決算
一般会計

差し引き額

繰り越す
財源

歳出決算

（決算剰余金）

113,429,054,270 108,473,348,527 51,433,000

国保特別会計
後期医療特別会計
介護特別会計

23,012,053,296

4,904,272,743

22,631,297,746

0

380,755,550

4,750,926,759

4,693,217,027

0

57,709,732

18,717,873,944

18,128,056,477

0

589,817,467

※歳入決算から歳出決算・繰り越す財源を差し引いたものが差引額（決算剰余金）

一般会計補正予算第２回

68億9514万1千円
（補正後予算額：1147億
9311万1千円）
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を得ません︒決算審議も通
じて区民アンケートや地域
での相談などで寄せられた
区民の声を届け︑暮らしの
実態に即して審査していき
ます︒みなさんの声を引き
続きお寄せください︒
※ 横山 区議は ︑９ 月 日
︵月︶ 時半から代表質問
を行います︒︵裏面に質問
項目を掲載しています︶
ぜひ傍聴にお出かけくだ
さい︒

条例案
内容
地方公務員法の一部を改正する
国の法改正に伴い、定年を段階的に65歳まで
法律の施行に伴う関係条例の整
引き上げ、それに伴う改正等
備に関する条例
職員の育児休業等に関する条例 国の法改正に伴い、育休の取得回数制限や産
の一部改正
後パパ育休の要件緩和 等
職員の退職手当に関する条例の 退職職員の基本手当（失業手当）について、要
一部改正
件を満たす場合に拡充 等
公益的法人等への荒川区職員
東京オリ・パラ競技大会組織委員会の解散を受
の派遣等に関する条例の一部改
け、派遣先団体から削除
正
荒川区議会議員及び荒川区長の
選挙運動用自動車、ビラ、ポスターの公費負担
選挙における選挙運動の公費負
限度額を引き上げる
担に関する条例の一部改正
荒川区立保育所条例の一部改 公私連携型保育所へ移行に伴い、区立夕やけ
正
こやけ保育園を廃止（民営化）
(社福)教信精舎に、夕やけこやけ保育園の土
財産の貸付けについて
地・建物を無償で貸し付ける
子どもの医療費の助成に関する
子どもの医療費の助成を18歳以下に拡大
条例の一部改正
荒川区手数料条例の一部改正 長期優良住宅の認定の緩和に伴う改正

９月会議に提出され
る区長提出議案をお知
らせします。
これ以外に、ふれあ
い館５、文化施設５、
町屋５丁目区民、区営
住宅の指定管理者の指
定が議決されます。

荒川区議会９月会議が今 突入した中での予算執行に
月 日から 月 日まで開 ついて問われる内容です︒
かれます︒
国への返還金を除いてもコ
この区議会には︑区長か ロナ禍でも引き続き実質
ら２０２１年度一般会計決 億円台の黒字を計上してい
算３特別会計の認定︑約
ます︒また︑この年度の保
億円の一般会計補正予算案︑ 健医療︑経済対策含めたコ
他３特別会計補正予算案︑ ロナ対策もほぼ全額が国都
条例改正案︑指定管理者の の支出金で賄われてきまし
指定などの議案が提出され た︒区民の置かれているく
ます︒︵左囲み参照︶
らしと営業の状況との関係
２０２１年度の決算は︑ でも思い切った対策がやは
コロナ感染拡大が２年目に り不十分だったと言わざる

２０２１年度各会計決算

１８時〜２０時
横山区議事務所
お気軽にご相談を
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①自宅療養者への救急相談・往診体制の確保 25,663 千円

⑥新型コロナウイルス医療費 129,513 千円

②新型コロナウイルス相談体制の強化

⑦ 省エネ家電助成事業 3,000 千円

13,265 千円

③病床確保協力金支給事業 172,160 千円

⑧プレミアム付き区内共通お買い物券発行支援 38,760 千円

④発熱患者等に対応する医療機関への補助 309,371 千円

⑨キャッシュレス・ポイント還元事業 247,872 千円

⑤新型コロナワクチン接種事業 984,612 千円

⑩電気・ガス料金高騰対応 287,891 千円
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リニューアルなった荒川遊
園︒多くの子どもたちが楽し
みにしていた施設です︒夏休
み中︑コロナ禍で予約や制限
がありましたが︑引き続き
月 も土 休日 は 予 約 制 に な
ります︒一方︑ファミリー
コースターは︑３月下旬の
試験走行で連結装置の破損
を発見し︑他の箇所につい
ても検査と必要な修繕をし
て い まし たが ︑ よう や く
月中旬から運行再開になり
ます︒また︑イルミネーショ
ン も 月 ５日 か ら 点 灯 し 夜
間開園を実施するとしてい
ます︒詳しくは︑ 月１日
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葛飾区では、区長が議会の所信表明で「来年度から区立小
中学校の給食を無料」にすると表明することが明らかになり
ました。共産党葛飾区議団も繰り返し議会で求めてきました。
２３区で完全無料化は、初めての実施です。
荒川区でもぜひ実施させるためにみなさん
とともに力を尽くします。

付の区報で周知するとのこと
です︒あとは︑高すぎる入園
料をどうするか︑今後の課題
ですね︒
横山幸次

９月会議の予定
９月12日(月) 10:00〜本会議（各会派の質問）
13日(火) 10:00〜本会議（各会派の質問 議案説明と付託））
15日(木) 10:00〜総務企画委員会、福祉区民生活委員会
20日(火) 10:00〜文教子育て支援委員会、建設環境委員会
22日(木) 10:00〜決算特別委員会
26日(月) 10:00〜本会議(補正など議決)10:15〜決算特別委員会
27・29・30日 10:00〜決算特別委員会
10月３・４日 10:00〜決算特別委員会
12日(水) 10:00〜本会議

①２３区中では台東区の次に小さい
面積は１０.１６㎢
②約２１万６千人が居住
人口密度は豊島区、中野区に続いて第３位
③区内の５.９㎢（約５８％）が、木造密集地域
区全域に占める割合は２３区の中で最も高い
④街なかには幅員４ｍ未満の狭い道が多い
区内の移動手段は徒歩と自転車が中心

区は︑﹁自転車総合活用推
進計画﹂︵以下﹁計画﹂︶を
策定しました︒
﹁計画﹂では︑徒歩︑自転
車による移動にますます注目
として以下の基本目標をあげ
ています︒
①安全安心な環境整備⁝
自転車を安全安心に利用で
きるまち
②子育て環境の整備⁝
自転車を使って学び育てや
すいまち
③環境・健康の増進⁝
自転車を使って環境に優し
く︑生涯健康に暮らせるまち
④自転車文化の継承⁝
荒川区の自転車文化の継承
発展を上げています︒
平坦な地形の荒川区で自転
車は︑買い物や通勤︑通学な
ど日常生活になくてはならな
い移動手段です︒自転車で安

荒川区の地域的特性（「自転車推進計画」より）

が関与する

転

心して移 動できるま ちは大
事な目標です︒ 同時に︑自
転車は移動手段 として便利
ですが︑区内の 道路は狭い
ところが多く︑ 決して自転
車が安全に通行 できるとは
言い難いところ が多くあり
ます︒自転車に よる事故も
多く︑運転上の マナー問題
も指摘されてま す︒本気で
目標達成するに は︑区と区
民︑自転車利用 者の協働の
取り組みが欠かせません︒
そのためにも ︑まちづく
りの取り組みも は木造密集
地域の改善︑歩 道と自転車
走行レーン整備 ︑細街路整
備など福祉と防 災のまちづ
くりに舵を切る時です︒

また高齢にな るとだんだ
んと自転車の利用も困難
にないります︒無理をし
て自転車に乗って転倒し
て骨折する方もおられま
す︒
誰もが自由に移動でき
る優しいまちにするため
に︑徒歩︑自転車︑コミ
バスなどの公共交通機関
の組み合わせた総合計
画が必要です︒区は︑
この﹁計画﹂とともに︑
コミバスなども含めた
地域公共交通計画の策
定を速やかに行うべき
です︒
☆ここ1 年間であなた

による事故や事故に近いこと

がありましたか（回答476人中）

9月12日に行う代表質問の質問項目です
みなさんのご意見などぜひお寄せください。

①なかった３０９、②事故に近い、ぶつけられそうになった１３２
③事故に近い、ぶつけそうになった３８

④事故、ぶつけられた３１

※全体の約３５％が事故に近い、ないし事故の経験

１、日本国憲法・民主主義と地方自治をめぐる問題について

【場所に関するもの】
• 狭い道での出会い頭、路地やT 字路からの

び出し

①安倍元首相の「国葬」が強行された場合、区と教育委員会として、区民
・児童生徒はもとより、区職員に対しても弔意の強要は絶対に行わないこ
と
②区として統一協会及び関連団体との関係について再度調査を実施すると
ともに、今後関係を持たないことを明確に表明すること

• 狭い歩道でのすれ違い、追い抜き
【相

の状況に関するもの】

• よそ
•

、特にながらスマホ

どもを乗せたママチャリ（電動

転

が多い）

• 高齢者のふらつき運転
•

転

の逆

（

道の右側を

る）

• 無灯
【事故の要因に関するもの】
• 横断歩道が
•

転

の時に、

レーンを

る

• 信号の状況によって
歩道に

が、

る

転

が赤信号でも突っ切ってくる

道が赤信号なのに

道と歩道を使い分けて

し続ける

っている、

道に出たり

ったりを繰り返す

• 公園内で小さな
• 朝や

道を

転

が

転

やストライダーを猛スピードで漕いでいる

方、保育園の送迎を急いでいると思われるお

さんが多い

非正規公務員の６割︑年
収２００万円未満 自治労
連が初の全国調査﹁改善が
必要﹂と東京新聞が報じま
した︒自治労連は︑組合員
以外にも呼びかけ︑５〜７
月に１万３７６２人が回答
用紙とオンライン上で回答︒
・３％を女性が占め︑職
種は事務や︑保育士︑放課
後児童支援員︑図書館司書
など多くが専門職です︒
区民サービスを支える非
正規公務員の待遇改善を！
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２、コロナ感染拡大、物価高騰などから区民の命暮らしを守るため
に
①抗原検査キットの確保やＰＣＲ検査も含め検査体制の再構築、発熱外来
など医療機関支援などさらに強化するとともに、引き続き保健所体制をいっ
そう強化すること
②高齢者等への感染を防御するために高齢者施設、障害者施設などで、Ｐ
ＣＲなどの頻回検査の実施を行うための体制と支援を強化すること
③区として国保料・介護保険料のコロナ減免について物価などの高騰によ
る可処分所得の減少も考慮して対象要件を拡大すること
④区の施策全体で福祉タクシー券はじめ値上げによる影響を全面的に精査
し対策を講じること
⑤区として物価高騰、生活困窮に対応した就学援助の対象拡大、緊急対策
として学校給食の無料化を実施すること
⑥生活保護世帯、低所得層への電気代などを補填する手当支給すること
⑦事業継続へ給付も含めた支援とともに、区の各種「設備投資補助制度」
の限度額、補助率など思い切って拡充すること。
⑧扶養照会については、本人の意向を最大限尊重し、申請を受け付けると
ともに、「生活保護は国民の権利」のポスターをすべての区の窓口に掲示
すること

３、荒川区のまちづくりについて
①1万5千㎡の大型商業施設をつくることによる区内商
業への影響について
②区の住宅政策として、ひとり親世帯、高齢者向けな
どの家賃助成制度について実施を前提に検討すること

