日から始まった荒川区議会９月会議で横山が日本共
産党を代表して質問に立ちました︒ 日には斉藤︑北村
両議員が質問しました︒主な内容をご紹介します︒

宅困窮者向け住宅は皆無︒
高齢者住宅の登録も 倍︒
高齢者︑ひとり親などの家
賃助成を求めました︒
10

︻答弁︼公営住宅が一定役割
を果たしており︑家賃助成は
必要に応じて検討する︒

︻答弁︼可処分所得減少額の
把握は困難︒独自減免は国交
付金の対象外のため︑いまの
枠内の減免制度で運営︒

削ることができない電気
物価高騰が区民生活を直
撃︒しかし全子育て世帯へ 代や国保・介護保険料の値
の区の独自経済給付は︑中 上げで﹁食事﹂﹁衣服﹂を
学生以下の子ども一人１万 削るしかないとの声︒区は︑
円分のクオカードだけ︒い 公共施設の電気代が１・４
ま全子育て世帯とすべての 倍になると試算して補正予
子どもへの効果的な支援は︑ 算を組みました︒区民も同
就学援助対象拡大と給食無 じで︑値上げによる可処分
料化が必要︒葛飾区は︑来 所得減少に見合った国保・
介護保険料の減額免除対象
年４月から学校給食
の拡大を求めました︒
完全無償化を表明︒
荒川区での実施を求
めました︒
︻
答弁︼
就学援助は十分対応︑
現時点で拡大は考えていない︒
学校給食無料化は国や都など
が実施するのが望ましい︒

区は︑要求は否定しない
が財源や国都がやるべきな

7,770㎡

憲法違反の安倍元首相の と し て 調 査 し ︑
国葬で区と教育委員会は︑ 絶 対 に 関 係 を 持
区民・児童生徒に弔意の強 た な い こ と を 表
要すべきではありません︒︒ 明すべきです︒
また統一協会は︑霊感商
︻
答弁︼
国から弔意の要請はな
法など反社会的行為を行い︑
く︑状況をみて適切に対応︒
政治家・行政との癒着が重
区の調査で問題はない︒当
大問題となっています︒区 然今後も適切に対応する︒

西日暮里と三河島の再開
発で税金４００億円︑区の
土地約１㌶を投入︒しかし
できるタワマンにシニア向
け住宅といっても近傍マン
ションより高額︒これだけ
税と公有地を投入しても住

今年５月︑長年町屋で地域
ど様々な理由で拒否︒引き
続き決算審議で追求します︒ 医療の中心的役割を果たして
きた木村病院が南千住に移転
して４カ月を経過しました︒
９月に入って解体工事が始ま
りました︒工期は来年１月ま
での予定です︒道路側の薬局
が入っていた小田政ビルも同
時解体となっています︒
解体後はどん
な建物が建つの
でしょうか︒い
ずれにしても商
店街・地域のの
活性化に資する
ものになってほ
しいと思います︒
3,500㎡
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といいます︒
特養ホームや小中学
再開発計画区域には 校の建替えなどの用地
道灌山中と真土小の跡 として使ってこそ︑持
地が合わせて約８千㎡︒ 続可能な荒川区のまち
特養ホームだと４棟分 づくりに寄与するので
です︒区は︑この貴重 はないでしょうか︒タ
な区有地を大規模再開 ワーマンションと大規
発 の種 地と
模商業施設で人を呼び
し て差 し出
込む再開発は見直し︑
そ うと して
福祉のまちづくりに転
います︒
換するときです︒

再開発地区内の利用可能な区有地

12

区立特養ホームで最
初にできたグリーンハ
イムは︑築 年を超え
大規模改修が必要
です︒ 時間稼働
の施設で工事は
容易ではあ りま
せん ︒仮 移転 場
所 ︑ 用 地が 必 要
ですが区 は︑用
地確保は難しい

4,270㎡

道灌山中跡地
真土小跡地
三河島北
（現 思い出広場）
合計

西日暮里
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定例法律相談
１０月３日（月）
１８時〜２０時
横山区議事務所
お気軽にご相談を

２０２２年９月１８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

№８４２

９月会議…今後の予定

裏面 区立幼稚園存続の陳情審査、町屋さくら復活問題…など

一方︑町屋地域の医療体制は
やはり心配です︒女子医大あ
との新病院にも期待するので
すが︒
横山幸次

９月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

月 日から始まった９
月会議に幼稚園関係の陳情
が提出され︑ 日の本会議
で文教子育て支援委員会に
審査が付託されました︒
教育委員会は８月 日の
文教子育て委員会でパブリッ
クコメントを受けても﹁５
園の廃止﹂は変更もなくす
すめると報告をしました︒

12

20

でそれぞれの議決が行われ
荒川区議会としての結論が
出される予定です︒

パブコメで区民の声は
廃園反対が多数

求を行いましたが﹁不存在﹂
との回答でした︒
将来にわたる幼稚園の配
置を考えるうえで最低限検
討すべき基本的な内容に基
づく検討すら行わなかった
のでしょうか︒それで５園
廃止を決定したとしたら︑
子どもの教育環境整備に責
任を持つ区と教育委員会の
責任が問われます︒
みなさんのご意見をお寄
せください︒

られています︒

区は廃止後の利用者の実
態をつかむべき

荒川区の対応はどうだった
でしょうか︒他会派の質問に
﹁一定の住民にアンケート﹂
を行ったと答弁しましたが︑
内容は公表されていません︒
本来なら京成バスから廃止
提案が出た時︑沿線利用者の
利用実態を区が実施すべきで
した︒しかし調査もなく廃止
に同意し︑あとになって﹁形
ばかりの﹂調査では︑話にな
りません︒しかも﹁代替交通﹂
も検討中のままで︑支援の必
要な住民は置き去り状態です︒
日本共産党は︑移動の自由
を保障するため︑町屋さくら
復活と地域公共交通の実現に
引き続きがんばります︒

安倍晋三元首相﹁国葬﹂費は︑現
時点の政府概算で 億６千万円です︒
過去最高額だった三木武夫氏合同
葬１億１８７１億円の 倍︑過去最
少額の 倍です︒
こうした巨額な税金のムダ遣いと
なる国葬は︑中止しコロナ禍や物価
高騰等で今いのちが失われそうになっ
ている人︑暮らしが立ち行かない人
を助けることが政府・政治の責任で
はないでしょうか︒

我が家に「マイナンバーカード交付申請
用紙」が届きました。テレビで有名タレン
ト起用のＣＭで流されている「最大2万円も
らえるマイナポイント第2弾」の文字。国が
なりふり構わずお金をばらまいてカード作
りへと誘導するマイナポイント事業で第2弾、
１兆８１７０億円！広報は、何かと話題の
電通が４９億７０００万円で受注。そもそ
もマイナンバーカードが普及しなかったの
は、何らの利便性も感じられず個人情報の
漏洩の危険性もつきまとっているからです。
そこで、国は、「2万円あげるからカード作っ
て」…！。これが本当に国のやることでしょ
うか。区もマイナンバー運用に2億円以上支
出しています。この先もこの制
度について冷静に考えて行く必
要がありそうです。（横山）
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31

陳情審査 ⁝９月 日委
員会・ 月 日本会議

パブリックコメントで︑
区民から寄せられた意見は
意見提出２６１名４７６件
の意見で過去最高です︒廃
園反対１３７件・教育内容
充実１９８件でしたが﹁再
検討﹂していません︒
日本共産党区議団は公立
幼稚園５園廃止を決めるに
あたって①人口の動態と幼
稚園需要②マンション建設
計画の把握③区立幼稚園の
役割と私立幼
稚園の状況④
幼少連携モデ
ル事業の検証
など検討資料
の情報公開請

提出された陳情５件
❶町屋幼稚園の存続を求める陳情
❷区立幼稚園・こども園の廃園反対子ど
もたちの未来を守る区政を希求する陳情
❸私立幼稚園の支援を必要とする子への
対応に関する陳情
❹荒川区立東日暮里幼稚園の存続に関す
る陳情
❺荒川区立幼稚園の方向性についての改
善と全8園・汐入こども園宣伝の陳情
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13

12

11

20

10

92

12

10

例年のスケジュールでは
月には公立幼稚園募集案
内を出し︑ 月の始めに募
集開始となりますので︑今
議会で陳情審査がどうして
も必要です︒
５つの陳情に
ついては︑９月
日文教子育て
委員会で審査︑
月 日本会議

町屋さくらが廃止されて半
年︒廃止によって︑どれだけ
の住民が移動を制約され︑そ
れまでの日常が奪われたので
しょうか︒これまで横山事務
所にも﹁廃止されてずっと町
屋駅にも行ってない﹂﹁グラ
ンドゴルフに出かけるのも大
変﹂﹁ 通院が 困難に
なった﹂﹁友達に会っ
てない ﹂など など多
くの切 実な声 が寄せ
バス停廃止後の町屋６丁目都住前
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