いうこともあり利用実績はき

路に面した住宅など対象外と

接道住宅や４ｍ以下の狭い道

援を行っています︒しかし無

補強工事・建替えに対する支

ることを目的に︑耐震診断・

を防ぎ︑区民の命と財産を守

荒川区は大地震の家屋倒壊

員 会 で質 問 し ま し たが ︑ 区 は ︑

助 ︶ を行 っ て い ま す︒ 決 算 委

工 事 助成 ︵ 通 常 の ２分 の １ 補

の条件 で耐震 補強

ない住 宅へも 一定

築基準 法に基 づか

面して ないな ど建

だとし て︑道 路に

早急な 対策が 必要

への取替え、照明の固定強化を行っていますが、

わめて少ないのが実態です︒

調 査 ・検 討 を 約 束 しま し た ︒

点検と改修を行うことを

墨田区では︑これまで不燃

れあい館などについても、

一 刻 も早 い 決 断 を 求め た い と

設や、避難所にもなるふ

化への補助は︑建て替えが条

子ども高齢者障害者施

思います︒

なりました。

横山幸次区議のホームペー
ジ・ブログをご覧下さい。
「横山幸次」で検索して
下さい。

求めました。

区政報告
ニュース
件でしたが︑事業が進まない
ため︑今回耐震・不燃化改修
にも補助をすることになりま

荒川区・耐震工事補助実績など
２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度
耐震診断
２８件
３４件
７２件
耐震工事
２件
１件
２件
耐震建替え
６件
１０件
４３件

２０１２年１０月７日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６
ﾒｰﾙ arajcp@tcn-cat
v.ne.jp
☆町屋相談室
荒川区町屋５−３−５
℡３８９５−０５０４
ﾒｰﾙ yoko1951@aol.jp
東日本大震災を受けて改めて点検を行うことに

№ ４８３
建物の耐震補強工事は小中学校をはじめ区施

設は、阪神大震災後に実施済みです。

しかし非構造部材、つまり内装や照明などの

設備はどうなっているでしょうか。この間、学

校の教室、体育館は天井の軽量化や強化ガラス

先日︑ムーブ町屋ホールで上演
された現代人形劇アンサンブル・

移し︑下町で演劇と人形を通して

いるようでした︒何よりもこの劇
団は︑２年前から荒川区に拠点を

する︑そして光と音︑音楽のアン

劇には︑驚きを感じました︒舞台
全体を使い︑等身大の人形が躍動

い浮かばないのですが︑この人形

われました︒人形劇といえば﹁ひょっ
こりひょうたん島﹂くらいしか思

家︶が美術監督をしていたため誘

グラシオブルオの﹁邪馬台国のチ

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。
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

世界へ発信することをめざしてい
るそうです︒エール！ 横山幸次

１１月５日(月)

サとオト 夜明け﹂を観る機会が
ありました︒私の友人︵切り絵画

裏面 区内の私立幼稚
園、コミバス情報…

サンブルです︒演劇の舞台を観て

人形劇の一コマ

した︒また︑新宿区は︑いざ

命を守る災害予防対策は緊急課題

いずれも…
午後６時〜８時
横山区議事務所

美術監督の友人の切り絵

という時の命を守るためには

木造密集地域が広がる荒川区全景

ので 帰り ます ね﹂と いっ

﹁幼 稚園 にお 迎えに 行く

ぎに 利用 者の みなさ んに

働く お母 さん が︑４ 時過

して いま す︒ 介護施 設で

荒 川区 内の 私立幼 稚園
でも ︑預 かり 保育を 実施

どだそうです︒

就労し てい る方 がほと ん

間内の 短時 間パ ートな ど

弟がい なけ れば ︑保育 時

方も︑ ０・ １・ ２才の 兄

り保育 を利 用し ていな い

１ヵ月 利用 して 働いて い
るそう です ︒ま た︑預 か

区内 私立 保育 園は廃 園

てい たと いう 話を聞 きま

幼稚園も

した︒

保育園も

で減っ てい ます ︒やは り

かな かき びし い中で ︑幼

い ま︑保 育園入 所もな

稚園 の預 かり 保育の 利用

足りませ

17時まで600円
18時まで800円
1回2000円

者が 増え てい ます︒ 区も

１回500円

ん︒

1回1000円
1時間300円

就労 支援 とし て運営 補助

を出しています︒

黒 川学 園に お聞き する

1回1000円
1回600円

と︑ 毎日 ２０ 名程の 子ど

１回750円

もが いる そう です︒ 夏休

月〜金
14時〜１７時
(水12時半〜15時半)
夏休みは10時〜14時
真政
月・火・木・金
14時半〜16時半
夏休みは9時半〜12時半
道灌山
月〜金・第135週の土
14時〜16時半
（水･土は11時半から）
黒川学園
月〜金
15時半〜17時
ワタナベ学園 月〜金
14時半〜18時
夏・冬・春休みは9時〜17時

みは 保育 園の 一時保 育を

北豊島

今年の私立幼稚園通園状況をみてみると、南千住
地域の子どもたちが多いことと、東西尾久地域の多
くが北区に通園していることがわかります（左表参
照）。また、２年前と比べると幼稚園通園児も100
人も増加。増えた子どもは、当然区外園がほとんど
です。葛飾区と北区への通園が急速に増えています。
保育園はもとより、幼稚園も不足しています。地域
で保育・教育できるようにするための対策が急がれ
ます。

さくら号

☆『即時原発ゼロ』の実現を
日本共産党が提言を発表…
全文は、日本共産党中央委員会の
ホームページからご覧下さい。

☆１１月１１日１００万人行動
「１１・１１反原発１００００００
人大占拠」行動は、国会・首相官邸
・ 永田 町・ 霞が 関
に向けた巨大なデモの後、政治の中
枢一帯で大抗議行動をおこなうもの。
そのための準備がすすんでいます。

乗車する時に、スイカ・パスモをタッ
しおいりさくら号
チする前に、一日乗車を利用したい旨を
年間乗車人数
告げると、カードに入力してくれます。
2008年 1595人
「汐入さくら150円｣で南千住駅から｢さ
2009年 2035人
くらに50円プラスで乗り継ぎ｣町屋で11月
2010年 2271人
1日から運行される｢町屋さくら150円｣に
2011年 2434人
乗り、尾久の原公園に行く。
乗り継ぎ50円が使えるのは1回というこ
とですから、片道350円往復700円となり
ますが、始めの乗車の時に｢一日乗車利用｣
を言えば500円と割安になります。
スイカやパスモに限り、残念ながら現
金でのやり取り一日乗車券が販売されることはありません。

