20

14

日からの区議会では︑
引き下げ︶も懸念されます︒

勤労者福祉センター北区・豊島区との合併

景気悪化の中で区民の暮ら

⑩ 公益法人への職員派遣の条例改訂

新年度予算案︵総額約８６

防災・観光職員の増、汐入保育室民間委
託・ふれあい館民間委託などで▲５人

し応援や区内産業活性化策

⑨ 職員定数の改定条例

などの取り組みが問われま

政務調査費→政務活動費に法改訂による

件以上

⑧ 議員報酬等の条例改定

４億円︶はじめ︑

⑦ 障がい者総合支援法に関する条例改正 自立支援法→総合支援法制定による改訂

の議案が提案されます︒複

⑥ 公園の移動円滑化に関する条例制定 法律改正により権限が委譲。

す︒予算内容の分析など次

⑤ 道路の移動円滑化に関する条例制定 法律改正により権限が委譲。

回以降お知らせします︒

指定地域密着型介護予防サービスに 特養ホームを原則個室化し、条件があっ
た場合は４人部屋も。ユニット数の規定な
関する条例制定
ど
道路の構造、標識寸法などに関する条
④
道路法の事務が区に委譲されたため
例制定
③

年プ

均等割り値上げ３０００円→３５００円

10

合施設関係の土地や道路用

② 区税条例の一部改訂

地の購入等や不燃化

容

︵区民アンケートの回答が

内

法律に基づき区が対策本部を設置する。

ロジェクトに沿った荒川２

提出予定議案
① インフルエンザ等対策本部条例

多数寄せられています︒議

起債（借入）２０３億円（2013年末見込み）

会論戦に生かします︒︶

基金（貯金）１４５億円（2013年末見込み）

４７丁目地区の事業化など

☆基金と起債…（２０１３年度末予測）

盛り込まれています︒また

施設建設終了などで前年比１０億円減
ほぼ例年並み

安倍政権による生活保護

８６４億円

削減の影響︵住民税非課

税・就学援助などの基準

２０１３年度予算案の概要
☆一般会計予算総額

区議会の予定

⑪ 勤労者福祉サービスセンター条例の改定 勤労者福祉センター北区・豊島区との合併
⑫ 学校設置条例の改定

尾久八幡中学の建て替えで住所を変更

⑬ 生業資金貸付条例の廃止

生業資金貸付制度を廃止

⑭ 区営住宅条例の改定

入所所得基準の214000円に法改訂による

⑮ 廃棄物処理と再利用に関する条例改訂

廃棄物処理施設の設置の環境影響評価
の縦覧手続き

⑯ 道路占用料徴収条例の改定

電柱などの道路利用料の料金改定

⑰ 区立公園条例・自然公園条例の改定

電柱などの公園使用料の改定

⑱ 集合住宅の建築、管理の条例改訂

一定規模以上の建売は一戸60㎡以上な
どに

⑲ 尾久八幡中解体工事契約

新校舎竣工後に解体工事の入札を実施。

⑳ 2013年度一般会計予算案

総額867億程度を現在見積もり中

２/14日 13時〜 本会議 各党質問
15時30分頃 共産党質問
19日13時〜本会議 各党質問
20日10時〜総務企画委員会 区民福祉委員会
21日10時〜建設環境委員会 文教子育委員会
25日・27日・28日予算特別委員会
３月１日４日５日７日８日予算特別委員会
13日11時〜議運委員会14日13時〜本会議
14日、19日の本会議で各党が質問します。

☆共産党区議の質問は、午後３時30分ごろか
ら安部キヨ子区議です。19日は、斉藤くに子
区議が質問します。傍聴にお出かけください。

区政報告
ニュース

№ ４９３

２０１３年２月 １０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
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。

裏面 代表質問
の要綱など…

バス停︵ 町屋４ 丁目側 ︶近
くの空き 地で工 事が行 われ

た旭電化 通りの 原中入 り口

長らく 空き地 のまま だっ

ことだけは確かです︒

ス停 側のグリ ーン スポッ ト
がホ ッとでき る空 間にな る

証も 必要です ︒と もあれ バ

改善 にどう役 立つ のかの 検

横山幸次

ています ︒以前 お知ら せし

たように ︑将来 の防災 対策
用地とし て購入 し︑当 面グ

リーン スポッ トと して

使うこ とにし てい まし
た︒しかし工事が延期︑

ただの 空き地 で推 移し

てきま した︒ ２年 以上
経過し てやっ と動 き出

しまし た︒と ころ でグ

リーン スポッ トと は何
でしょ うか︒ 区に 聞く

と公園 ではな く︑ 草花

など植 栽した 空間 のよ
うなも のです ︒木 造密

集地帯 の一角 で貴 重な

空間で すが︑ 町屋 ２３
４丁目 木造密 集地 域の

３月４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。
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

１、区民のくらしを守る防波堤としての自治体の
役割発揮について

ること。

①年金削減、相次ぐ民間・公務員の賃下げに加えて来年予

耐震改修、自家発電設備設置、防災備蓄などへの支援策を

定の消費税増税、生活保護削減など社会保障切り下げに区

具体化すること。

民は耐えられないと考えるが認識を問う。そうした中で新

④今後の中央防災会議による被害想定な

年度予算は、区民のいのちとくらしを直接守る防波堤の役
割を発揮する事を最重点にすべき。

ど受けた地域防災計画の再修正にあたっ
ては、学識経験者や住民参加などより実

②生活保護削減は、子どもの貧困連鎖の強化につながると

践的な計画にするための改善を行うこと。

ともに、最低賃金、年金、住民税非課税基準、就学援助対
象基準などの引き下げに連動し区民生活を

４、子ども・子育て支援関連法に対する区の基本
姿勢について

直撃するものと考えるがその認識を問う。

①保育に欠ける子どもたちに対して保育の現物給付の保障

また区民のくらしを守り、子どもの貧困を
なくす点からも区長として明確に反対の意

と応益負担の原則を守るよう、必要な法改正など自治体か
ら検討し求めること。

思を表明すること。

②区として保育所などの最低基準を緩和するのではなく、

③中高層住宅の防災マニュアル作成とともに、エレベーター

２、介護保険と福祉サービスの充実により地域の
中でその人らしい老後がおくれるために

充実すること。合わせて幼保に必要な区内施設確保の計画

①ケアプランの検討が介護認定率の引き下げが目的になっ

③将来にわたって区内の全ての保育・教育関連施設の安全

てはならない。まず介護と福祉の独自サービスの検討や実

と健全運営に区が責任を持つこと。特に企業利益を優先す

態をつかむ土台づくりを本格的にすすめること。

る事業者の参入に歯止めをかけること。

を示すこと。

②個別ケアプランの作成から検証まで区自らおこなうこと。 ５、尾久図書館については、当面の雨漏り対策な
③自立になった方を受け入れる切れ目の
ど早急に実施するとともに、今後のあり方につい
ないサービスを総合的に準備すること。

３、防災対策の強化について
①住宅耐震・不燃化、要援護者の住宅対
策、家具転倒防止など専門家も含めた独自の体制をつくり
推進すること。
②生活圏、学区など様々なコミュニティー単位での防災マッ

て検討すること。
６、都電荒川遊園駅のホーム
延長の現況と今後の同駅周辺
の道路拡幅に伴う安全対策及
び自転車駐車場の設置を行う
こと。

プづくりを子どもたちも含め住民参加できめ細かくすすめ

☆３．１０原発ゼロ・大行動

☆申込書配布期間 ２月４日〜１４日
申込書は、区役所、区民事務所などにあります。
☆２月１８日(月)まで必着（家族向けポイント方式は、
都住宅供給公社、その他単身向けなどは、渋谷郵便局に
到着したものを受付)
☆募集戸数
①家族向 ポイント方式
１２５４戸（区内町屋６丁目など１８戸）
車椅子使用世帯用 ３６戸
②単身向 ２１７戸(区内１戸) 単身車椅子用 ８戸
シルバーピア 単身 ４９戸 ２人世帯 ６戸
詳しくは、申込書をご覧下さい
※申込書の記入などお手伝いします。ご連絡を…

大行動は、国会議事堂正門前で午後５時から７時まで
行われる集会をメーンに、１時から日比谷公
園野外音楽堂で集会、２時から国会・霞が関
周辺で請願デモが行われます。
国会前のほか、首相官邸、経済産業省、文
部科学省、財務省、外務省、環境省・厚生労働省、東京
電力本社、Ｊパワー（電源開発）の前で抗議行動を予定。
（３月１０日の予定）
13:00〜集会 場所 日比谷公園野外音楽堂
14:00〜デモ出発 場所 日比谷公園集合・出発（予定）
17:00〜19:00 国会前集会 〈場所：国会議事堂正門前〉
その他各省庁前にて抗議を行います。
主催： 首都圏反原発連合
協力：さようなら原発1000万人アクション / 脱原発世界会議 / 原発をなくす全国
連絡会 /経産省前テントひろば / 再稼働反対！全国アクション

☆毎週金曜日の午後６時から８時の抗議行動も行われて
います…

