こ れ か ら 順 次 て３歳児 な
お伝えします どがこの救

助袋で大 丈
夫なのでしょ

りる﹁滑り台﹂がありませ

では２︑３階から１階に下

園を建設︒しかし現地調査

替えで２００定員の新保育

保育需要急増の南千住⁝
区は︑南千住保育園の建て

ども の安 全

きま す︒ 子

いて 避難 で

上に ２人 抱

一人 ︑膝 の

台だ と保 育
士が 背中 に

うか ︒滑 り

ん︒いま保育園の設置義務

助袋 が設置 され てい まし た︒
しかしまさかの時︑どうやっ

きません︒払いたくても払

て担ぎ込まれるまで治療で

格証交付世帯は︑重症化し

窓口で全額一時払いの資

低限の責任と思うのですが︒

ロにすることは自治体の最

保険証を持たない世帯をゼ

が 原 因 で は な い で し ょ う か︒ はり慎重な対応が必要です︒

険証のない世帯です︒無保
険の方もいます︒結局その

職員、議員の「支度料」廃止
☆サンパール荒川結婚式場の廃止

えない世帯が多数です︒や

☆海外出張での区長など特別職、

大多数は︑高すぎる保険料

２０００世帯近くが医療保

まの世帯が約１０００︒約

れた保険証が届かずそのま

られた世帯約８００︒送ら

滞納で国保証を取り上げ

を第一にした保育園作りが

のご意見をお寄せ下さい。

である﹁屋外傾斜路︵滑り

…など

南千住６丁目
☆財産の貸し付け

必要ではないでしょうか︒

※横山区議は、建設環境委
員になりました。みなさん

《主な提出議案》

№ ３８９

台︶﹂の代わりに部屋に救

☆職員の短期介護休暇創設など
☆包括外部監査の契約

☆裏面 特養ホー
ム、マンション
の区有地（貸付料を１／４に減額）

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月１７日（木）本会議
☆小島一男区議が日本共産党区議団
を代表して質問します。午後２時頃
の予定です。
６月２１日（月）本会議
６月２３日（水）総務企画委員会
福祉区民委員会
６月２５日（金）文教子育て委員会
建設環境委員会
７月１日（木） 本会議

２０１０年６月 １３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

《議会日程のお知らせ》

区政報告
ニュース
救助袋がある南千住保育園の
保育室（上左）らせん状滑り
台のある仁風保育園（右上）

７月５日(月)

午後６時〜８時
横山区議事務所

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

町屋 地域で は︑ ﹁尾久 の原公

﹁０ ０００ ｍ﹂ などと 書いた
表示 を見る こと があり ます︒

員の質問で実現したものです︒
ぜひ 一度腰 を下 ろして みてく

﹁休 憩場所 を﹂ とのわ が党議

近か わいい ベン チが目 につき
ました︒お年寄りも含めて

☆上は︑都電近く町屋側
☆ 下 は ︑大 門 小 の 向 か い に
あるベンチ

横山幸次

園コ ース﹂ とい うウォ ーキン
グロ ードが あり ます︒ 区のパ

まで往復 です︒距離 ４．７㎞︑

を一 周︑３ ０６ 号線を 明治通

ださい︒

分とのこ と︒その 行程に最
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ンフ レット では 尾久の 原公園

歩 道を歩 いて いると 所々に

問題を特集

０１３年３月開設予定
現在 の特別 養護老 人ホ ーム

区内で第６︑ 第７の特別 養

護老人ホームが できます︒ プ
ロポーザル方式 で事業者を 決

待機者 は約７ ００名 ︒う ち要

年間・通常価格の

定︒区有地を事 業者に定期 借

地し︵

分の１の賃料︑ 権利金免除 ︶

建設・運営する ことになり ま

す︒事業者と予定は⁝

①南千住６丁目 ︵旧リサイ ク

ルセンター跡︶

月着工・２

葛飾区青戸⁝
社会福祉法人三幸福祉会

☆２０１０年

０１２年３月開設予定

②町屋７丁目︵尾竹橋公園側：

ホクヨープライトウッド跡地︶

埼玉県越谷市⁝

エンゼル 福

4
☆２０１１ 年
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☆区のマンション相談、支援策は
どうなっているの
荒川区は、昨年７月から今年３月にかけて「マンショ
ン実態調査」を実施。本来なら今年３月に調査報告書が
議会に示され区民に公表されるはずでした。担当課に聞
くと、最初郵送して回答があったアンケートが少なかっ
たため、訪問なども行って調査したとのことです。
調査内容は…
（１）地理利用現況調査、分譲マンション所在地の確認
（２）建物所有者へのアンケート
①建物概要 ②居住世帯数 ③管理組合の状況
④大規模修繕実施状況 ⑤耐震化 ⑥電波障害対策
⑦地上デジタル放送対策 ⑧町会加入状況
築年数や規模などで、改修工事や耐震化などで違いが
あるようです。区に、地方自治体とも行政の支援は、遅
れています。１０００万円以上
かけた調査です。今後の区のマ
ンション支援策にどう活かされ
るか、議会でもきちんと議論し
ていきたいと思います。みなさ
んのご意見をお寄せ下さい。

１、相談窓口は、住環境整備課 建築相談係です
３８０２−３１１１ 内線２８２５〜２８２７
２、荒川区独自のマンション支援策
①まちづくりサポーター派遣制度（専門業者派遣）
現地調査が必要な相談に対して、区が専門的な助言
を行うサポーターをする制度です。（区内建築関連団
体の局で実施）
②非木造建築物耐震化推進事業
分譲マンションの耐震診断、耐震補強設計、耐震補
強工事など行う際に、費用の一部を区が補助する制度
です。（下図のパン
フなどは今後区のホー
ムページにアップの
予定）
しかしまだまだ緒
に就いたばかりです。
今後、マンション住
民のみなさん要望実
現にさらに力を尽く
します。

月着 工・２

介護５ ︑４の 方で在 宅︑ 入院

中が約 ２００ 名とな って いま

⑤親愛のぞみの郷(西尾久1丁目）

す︒待 機者は 今後も 増え るこ

③花の木ハイム荒川(荒川5丁目）
④さくら館(町屋7丁目)

とはあ っても 減るこ とは ない

(南千住6丁目)
②サンハイム荒川(荒川3丁目)

でしょ う︒在 宅と施 設サ ービ

①グリーンハイム荒川

スの充 実︑改 善がさ らに 求め

区内特養ホーム設置状況

られます︒

敷金 106,000円
月額 介護保険1割負担27,271円
(要介護２の場合)
専用居室料金 53,000円
食費
33,000円
共益費
15,000円
光熱水費
15,000円
日常生活用品費 7,000円
合計
150,271円
（その他医療費・理美容費・衣服・オムツ代など自
己負担あり)負担も大変ですね。

社会福祉法人

㈱大紀エンゼルヘルプのグルー
プホーム(入所条件＝認知症・区内
在住)『なごみ熊野前』で１床、空
きがあり６月１日締め切りで募集
がありました。
８名の申込があったそうです。ここも狭き門
です。利用料金を見ると

祉会︵㈱大紀エ ンゼルヘル プ
の系列社会福祉法人︶

町屋７丁目特養ホーム用地
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