言及 して いま す︒ 子ど もの

の具 体的 な施 策に つい ても

問題 ﹂中 間報 告で は︑ 子ど
もの 貧困 の社 会的 背景 と区

﹁子 ども の貧 困・ 社会 排除

区の自治総合研究所の

支 援︑給 付シ ステ ムや 就労

場 重視の 組織 体制 ︑未 然の

の見直しも急がれます︒
また︑ 区の 施策 では ︑現

線 ﹂と符 合し てお り︑ 施策

以 来加速 した ﹁構 造改 革路

⑨外国人への支援
⑩積極的な情報提供

対 策など あげ てい ます ︵下

⑧母子世帯への支援

経済 的貧 困の 最大 の規 定要

横山幸次区議のホームペー
ジをご覧下さい。
※「横山区議」で検索し
て下さい。

⑥就労対策
⑦制度上の問題点の洗い出し及び改善の検討

因 が ﹁ 世 帯 主 の 仕 事 の 有 無︑ 囲 み ︶ ︒ 最 終 報 告 を 待 つ の
で なく子 ども の貧 困を 許さ

【政策・施策の枠組みと方向】（中間報告）

所得 の多 寡﹂ にあ り﹁ いび

※等価可処分所得の中央値の半分未満を貧困
線に満たないと定義。昨年厚労省が発表した基

ない対策の実施が必要です︒

⑤給付とシステム

№ ３８７
所得中央値 ２５９万円 ２４０万円 ２３３万円 ２２８万円
１３０万円 １２０万円 １１７万円 １１４万円
貧困線

つな 労働 市場 ﹂に よっ て子
ども の貧 困が 一段と 進行 し
つつあると指摘しています︒
下表 でも わか るとお り毎 年
の所 得は 減少 してお り︑ こ
の間︑リストラ︑派遣切り︑
非正 規雇 用の 増加な ど雇 用
情勢 はき わめ てきび しい 状

子どもの貧困率

荒 川区内 の日常 であり︑ いち ばん
の 見所だ と思い ます︒５ 月下 旬ま

都電と バラが 織りなす 風景 は︑

陽花︒ それに しても 今年の 天候不
順と冷 夏の予 測は︑ 東北︑ 北海道

季節に 入りま す︒今 度は梅 雨と紫

わ るよう に５月 下旬から 紫陽 花の

そ うこう してい るうちに ︑入 れ替

ら しい日が少 なかった 今年です が︑

をはじ め農家 にとっ て深刻 で︑対

弁護士と横山区議が相談をお受けします。
秘密は厳守します。お急ぎの場合は、北千
住法律事務所の相談日などご紹介します。
生活相談は、随時受け付けています。
お気軽にご連絡ください。
TEL&FAX ３８９５−０５０４
不在時は、留守電へ、後で連絡します。
区役所控室 ３８０２−４６２７

で が見頃 のよう ですが︑ 今年 はど

午後６時〜８時
横山区議事務所

策が急 がれま す︒と もあれ 一時の
花巡りもいいものです︒横山幸次

☆裏面もご覧下さい
区のバリアフリー
基本構想など

う でしょ うか︒ 天候不順 でも う少
し 見頃が 続くか もしれま せん ︒春

６月７日(月)

上はピース（平和）という名のバ
ラ、下は町屋駅近くのバラの植栽

15.7%
14.2%
14.9%
13.7%
15.3%
14.5%
14.6%
13.4%
貧困率

況が 続き まし た︒小 泉内 閣

保育園増設も
子どもの貧困
対策の一環

③未然の支援、継続的支援、連鎖の解消
④地域の見守り

２０１０年５月３０日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６
E-mail:arajcp@tcn
-catv.ne.jp
☆町屋相談室
荒川区町屋５−３−５
℡３８９５−０５０４
①基本的な価値観の共有化・姿勢の明確化
②現場を重視した組織体制・相談体制の充実

区政報告
ニュース
１９９８年 ２００１年 ２００４年 ２００７年

自転 車︑車 道と 歩道 の段 差

した ︒都電 の線 路が 交差 ︑
決し て広く ない 歩道 に放 置

指摘 を受け たこ とが あり ま

多く ︑優し くな い﹂ とい う

から ﹁段差 や放 置自 転車 が

以 前︑町 屋駅 を訪 れた 方

改善することも必要です︒

近なバ リア フリ ーを 後回 し
にする こと なく ︑優 先し て

か︒ま た生 活道 路な どの 身

が必要 とで はな いで しょ う

す︒や はり ︑一 体的 な整 備

川６丁 目は 除外 され てい ま

⁝などなど多くの﹁バリア﹂

が横たわっています︒

様々な改善はありま

すが︑まだまだです︒

今回︑町屋駅も含

めた地区が重点整備

荒川区は、今年度中にセブンイレブンの複合コピー機
から住民票をとれるシステムを導入する検討がはじまり
ました。住民票をコンビニの端末機械で受け取れるまで
には、個人情報保護のために、区役所のホストコンピュー
ターにある情報を都内自治体の共同情報センターに専用
回線を介して「ＰＤＦ情報」で送られ、さらに暗号化さ
れてコンビニ側の情報センターに送られ、端末機械に伝
えられるというものです。また利用には、専用アプリケー
ションを入れた住基カード
が必要です。住民票は、特
殊加工で複写などはできな
いもので、一通300円、120
円はコンビニの収入。荒川
区のランニングコストは、
年間約500万円になるとい
います。
確認した限りでは個人情報がもれる心配は、ないとい
うことです。しかし、個人情報の保護にうちては、いっ
そうの検証が必要ではないでしょうか。

地区になったことは︑
今後改善に向けた一

歩だと思います︒し

かし︑計画図を見る

と都電︑地下鉄︑京

成の駅側で線が引か

れ︑５００㍍範囲で

ある町屋２丁目︑荒

京成のホームから駅前を望む

荒川区は、1981年５月31日以前に建設された分
譲マンションを対象に（約80棟）建物の調査や耐
震技術の助言などを行うアドバイザーの派遣制度
を６月から実施します。委員会で報告されたもの
ですが、合 わせて、長周期振
動への家具 転倒防止や備蓄倉
庫の設置支 援なども事業化す
るよう求め ました。いつ起き
るか判らな い地震だけに備え
たいものです。

改善されない雇用情勢、中小企業の単価切り下げや
資金繰り悪化など深刻な事態が広がっています。医療、
介護も深刻です。日本共産党区議団・横山区議は、法
律等の専門家、医療・福祉関係者とも連携して相談活
動を行っています。

電話 ３８９５−０５０４（横山事務所）
不在時は留守電に伝言を

３８０２−４６２７（議員控室）
E-mail：arajcp@tcn-catv.ne.jp

