月

日の建設環境委員会
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﹁再 委託﹂︵ 禁止事 項︶し て

ス㈱ が︑無届 で複数 の会社 に

務を 受けてい る日比 谷アメ ニ

追及 で発覚し た自然 公園の 業

算委 員会で︑ 共産党 区議団 の

告が ありまし た︒こ れは︑ 決

労働条件に 影響を 与え︑サ ー

年から開園 日も増 えました ︒

掃など︑ほ とんど 人件費︑ 今

札です︒公 園の維 持管理︑ 清

最低制限価 格ぎり ぎりでの 落

経費増を見込んでいましたが︑

︵下 表︶︒区 は︑行 政指導 を
行い ︑元請け の日比 谷アメ ニ
スが 全体を直 接雇用 すると 約

589,533
11,959,500
14,941,500

1.07%
21.78%
27.21%

1,522,500

2.77%

で低落札︑ 重層下 請の結果 ︑

きるのか問 題です ︒民間委 託

上で自然公 園を今 後も維持 で

います︒水 再生セ ンターの 屋

自の仕組 み﹂を求 めまし た︒

﹁雇用環 境を確保 する区 の独

います︒請負工事・事業で

区民サー ビスにも 影響が でて

明 らかになりまし た︒日本の

自然公園で区と の契約で禁
止 された﹁再委託 ﹂の実態が

業技術職員 を退職不補充でゼ

方々によっ て支えられていま
す︒いま︑ 国の指導のまま現

園 と違 って 土の 深さ
は センチ です ︒樹

そ のた め︑ 通常 の公

の が自 然公 園で す︒

ロにする人 事政策がとられて

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

近 代下水道発祥の 地である三

午後６時〜８時
横山区議事務所

います︒公 務労働のあり方も
考えるときです︒ 横山幸次

１１月１日(月)

河 島水再生センタ ー︒そこに
人 工地盤を作り︑ 公園にした

☆裏面 荒川遊
園問題など
39,124,533 71.25%
15,790,467 28.75%
54,915,000 100.00%

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。

3.25%
15.16%

区も検討を約束しました︒

は︑元区の 技術職 員が支え て

ち専門的な 剪定や 雪つりな ど

日比谷ア メニス の職員の う

万円を他社 委託︒ 日比谷ア ニ
メスは︑３割弱です︒

︵消費税込 ︶のう ち３９１ ２

委託し総額 ５４９ １万５千 円

％以上の仕 事を再 委託︑再 々

また日比谷アメニスは︑

ビス低下も懸念されます︒

予定価格 は︑７ ００万円 の

束しました︒

№ ４０１

いた 問題︒報 告は︑ 再委託 構
造の 実態を公 表した もので す

に︑ 自然公園 の業務 委託の 報

区政報告
ニュース
賃金や雇用 が不安 定になり ︑

木 への 水や りも 通常

の やり 方で は根 腐れ
が 起こ るた め︑ 独自

の 技術 や経 験が いる

よ うで す︒ 白鳥 や昆

虫 への 給餌 も行 いま
す ︒冬 には ︑雪 吊り

や 藁ぼ っこ づく り︒

こ れら は︑ 元区 の技

術 職員 をさ れて いた

上空から見た自然公園

60

71

（単位：円）
1,785,000
8,326,500

２０１０年１０月１７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
受注した日比谷アニメスは、３割以下の仕事…！
維持管理の内芝刈り再委託
アート緑化土木㈱
運動施設受付管理 再委託
日建総業㈱
警備保安
直接＋再委託 日比谷＋連携・日建総業㈱・㈱日栄
開園の解錠
再委託
シルバー人材
清掃業務
再々委託 日建総業㈱→㈱日栄
交通園運営
再委託
㈱日建総業
徒渉池管理
再々委託 日建総業㈱→㈱ジャパンライフシステム
（わいわいプール）
小計
維持管理
直接業務 日比谷アメニス㈱
総計
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自然公園契約金額（相手は日比谷アニメス）
2008〜09年度
2010〜12年度
随意契約
競争入札
予定価格
6,533
契約金額
5,880 最低制限価格
5,227
落札価格
5,230
※１年単位の契約金額 単位：万円

１ ９２ ２ 年︵ 大正 時代 ︶に

日の 点検︵業務日誌 ︶週間・

横 山区議は︑特に 遊具の毎

んだった問題をただしました︒

体制 になったと答弁 ︒また昨

5837-2642 午前9時から
午後8時まで

個人経営で運営されていた

遊園 地と し てに ぎわ って いま

子どもたちが遊ぶ遊具であり︑
安全管理は︑最優先です︒

24

﹁あ らか わ 遊園 ﹂は ︑行 楽地︑ 月間 ・法定点検と報 告がずさ

した ︒戦 争 中は 閉鎖 され ︵高
射砲 陣地 に ︶荒 地に ︒戦 後１

大 型遊具を２人体 制で運行

のは ず︒しかし区は ︑今年か

年 ︶に 区立

児童 遊園 に なり ︑１ ９５ ０年

ら休 日など繁忙期以 外は１人

９４ ９年 ︵昭 和

年 ︶に あら かわ 遊園

︵昭 和

とし て開 園︒ 今年 で︑ 開園

（荒川区西日暮里２−１９−２）

3893-7451 午前9時から
午後7時まで

年の 仕様書の内容を その場で

都日暮里・舎人ライナー日暮里駅定期券発売所

周年 です ︒ これ から も大 切な

（荒川区西尾久８−３３−７）

電話
取扱時間
3802-1572 午前9時から
午後8時まで

説明 できませんでし た︒安全

都電荒川電車営業所

区民 の財 産 を次 代の 子ど もに

（2）所得確認書類（下記のいずれか1つ）
ア「介護保険料納入(決定)通知書」の所得段階区分欄に1・2
・3・特例4・4のいずれかの段階が記載されたもの
イ「住民税非課税証明書」
ウ「生活保護受給証明書（生活扶助）」

に 関わ る 大事 な点 で

す ︒区 に ︑新 旧仕 様
書 ︑繁 忙 期の 業務 日

区市町村民税が課税の方
（1）区市町村民税が課税の方
10月から翌年3月までに購入20,510円
（1）本人確認書類
「保険証」又は「運転 （2）区市町村民税が非課税の方
1,000円
免許証」などの住所、氏
名、生年月日が確認できる書類
区市町村民税が非課税の方
（1）本人確認書類
「保険証」又は「運転免許証」などの住所、氏名、生年月日
が確認できる書類

（荒川区南千住２−３３−１）

25

60

１９２６年当時のあらかわ
遊園 (遊園ｈｐ）

発行窓口（住所）
都バス南千住自動車営業所

引き継ぐことが必要です︒

と ころ が 長く 業務 委託 ︑指
定管 理制 度 の下 にお かれ 区の

責任 が曖 昧 にな って きま した︒ 誌 の提 出 を求 めま し

第 一の 仕 組み 作り に

力をつくします︒

日 の建 設環 境委 員会 では︑ た ︒こ れ から も安 全

公 認会 計士 など が 行っ た 包
｢
括 外部 監査 結
｣ 果 につ い て質

疑しました︒

☆上２ つは︑１９５ ０年代後
半のあ らかわ遊園⁝ ﹁こども
のらくえん﹂の文字が
︵区史より︶

現在のあらかわ遊園

12

シルバーパスは、１９９９年まで無料でした
が、石原都政は、２０００年から全面有料化、
非課税が１千円、課税が２万５１０円です。２
万円にビックリして購入を止めた方も。
共産党の提案は、①費用負担額20510円の方に
15000円②10255円（半年分）の方に7500円を助
成するものです。この提案は、数千万円ででき
ます。バスや都電で出かけ
る機会が増えることで元気
に長生きしていただければ、
決して高くないと考えるの
ですが。

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

