２０１３ 年度は︑ 長期の不況 に加え︑ 住
民税増税や 生活保護 費削減など 社会保障 の
削減など区 民の暮ら しが深刻と なる中︑ 暮
らしを守る ことを最 重点にした 予算執行 が
求められました︒
しかしデイサービスの食事代補助の廃止︑
介護給付抑 制︑国保 料値上げな どの負担 増
をはじめ︑ 区民のく らし応援に 背を向け る
中身が少な くありま せん︒この 年度の予 算
は︑全事業 対象に︑ マイナス５ ％シーリ ン
グ︵枠︶がかけられる一方︑複合施設には︑
マイナスど ころか土 地の買い増 し︑建設 規
模拡大が進 められま した︒また 学校での タ
ブレットＰ Ｃ導入に ついては︑ 既存パソ コ
ンル ー ム との 二 重 リ ー ス
のム ダ も ある こ と が 明 ら
かと な り まし た ︵ 下 の 記
事参 照 ︶ ︒予 算 執 行 の 優
先順 位 が 逆立 ち し て お り
決算認定に反対しました︒

２０１４年１０月１９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・ツイッター
をご覧下さい。横山幸次
で検索して下さい。

№ ５５５

ひ っそ りと した 藍 染 公 園 ︒ そ の

りますが︑今後子どもの居場所と
しての児童館機能を地域でどうつ

機能していました︒建物はなくな

横山幸次

くっていくのか課題は残ります︒

が印象的でした︒以前は︑公園
入口いっぱいに子ども達の自転

奥に 長年 親し まれ た 旧 町 屋 ひ ろ ば
館に 囲い や足 場が 施 さ れ 解 体 工 事

車が置かれ︑人気のひろば館で

に入 って いま した ︒ 行 き 会 わ せ た

デル事 業を開 始︒教 育的検 証がな いまま 突き

した︒中高生の居場所としても

なお︑解体工事は︑来年１月で終
了予定︑その後は公園として整備

進んで います ︒同時 にその 結果︑ 大変な 無駄
内のＩ Ｔネッ トワー クやパ ソコン リース のう
ち︑パ ソコン 教室の パソコ ンと机 ・椅子 が不
要にな り︑荒 川区が リース 契約を 一部解 除し
たこと で生ま れまし た︒そ の一括 返金が 約１
億２０ ００万 円発生 ︒その うち５ ０００ 万円
は︑協 議の上 ︑タブ レット ＰＣ契 約相手 の内
田洋行 ㈱が負 担する という 異例な 事態︒ 導入
ありき がムダ を生ん でいま す︒監 査請求 にも
値する 重大な 予算執 行であ り到底 容認で きる
ものではありません︒

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

するようです︒

午後６時〜８時
横山区議事務所

女性 が﹁ まだ 使え る の に も っ た い
ない ︒子 ども が集 ま る 場 所 が 少 な

11月10日(月)

いの に⁝ ﹂と 語っ て お ら れ た こ と

裏面 複合施設建築の契約
問題、区政情報…など

遣いが 生まれ ていま す︒そ れは︑ 現在の 学校

ソコン 全児童 生徒一 人一台 体制﹂ にむけ たモ

荒川 区は︑ ２０１ ３年度 に﹁タ ブレッ トパ

区は、住民税滞納に対する差し押さえ
を強化しています。もちろん納税は、区
民の大切な義務です。同時に、滞納理由
の中で、病気や失業、母子家庭など様々
な理由があることも事実です。ところが
区は、預金に入ったもの全てを「財産」
だとして給料など生活費全額の差し押さ
えを行う事例が生まれています。
法で定められた差し押さえ禁止財産の
趣旨を無視し、家族、生活実態を考慮す
ることなく預金を機械的に差し押さえる
などあってはならないことです。きちん
とした調査の実施が必要です。

区政報告
ニュース
荒川区議会９月会議は︑ 日に終わりました︒
この議会は︑２０１３年度の予算執行について審
議する重要な議会でした︒共産党区議団は︑決算
の認定に反対しましたが︑主な理由について特集
してみました︒
15

共産党区議団は︑東日本大震災に直面し︑
区民 生活が 大変 にな る中︑ 複合 施設 につい

故吉 村昭 さん は︑ エッ セイ 集﹁ わた

しの普 段着 ﹂の 中で 日暮 里図 書館 の吉
て図 書館の 整備 中心 に規模 を見 直し ︑暮ら
村昭コーナーについて﹃不釣合いなコー
し応 援や震 災対 策な ど優先 すべ きと 求めて
ナー﹄ と自 ら評 して おら れま す︒ いま
きま した︒ 今回 この 施設の 建築 工事 の契約
のご存 命な ら︑ 現状
に﹁困 った もの だ﹂

ようやく町屋駅と熊野前の往復運行

が議 会の議 決に かけ られま した ︒共 産党区
議団は︑以下の理由で反対しました︒

治体で は︑ 大型 建築工 事の 凍結 や計画 の延

2008年 7月 文学館推進委員会

2009年10月 大出メッキ跡地「開発公社」土地取得

2010年 7月 開発公社土地購入

2011年12月 開発公社土地購入

2011年10月 基本設計(2012年9月まで)

2012年10月 開発公社土地購入

2012年11月 実施設計(2014年3月まで)

2014年 5月 工事入札不調

2014年 6月 工事入札不調

2014年 9月 工事入札落札

もともと荒川区の図書館のあり方検討から
出発しました。そこでは、身近な５つの地域
図書館の重要性など話し合われその充実など
話し合われてきました。

☆太線の経路を往復

とお感 じに なる ので
はないでしょうか︒

期・見 直し を行 ったと ころ も少 なくあ りま

川水年３回、覆土年１回など調査を行うとしています。

第 一に︑ マイ ナス ５％シ ーリ ング でささ

規模 にまで 膨ら んで きまし た︒ 予算 の優先

せん︒ しか し区 は︑計 画の 全体 の見直 しど

また、東京都は、対策工事終了後、環境大気年３回、河

やか な福祉 施策 など 削減す る一 方︑ 複合施

順位 が間違 って いま す︒ま た区 施設 の多く

側の監視が必要です。

設は ︑用地 買い 増し など総 事業 費８ ７億円

が老 朽化し ︑今 後４ ０年間 で約 １４ ００億

には︑ 設計 内容 を縮小 しな い限 り︑人 件費

目の予 定価 格４ １億４ ７３ ８億 円を下 回る

円台 の改修 経費 がか かりま す︒ その 多くが︑ ころか ︑３ 回目 の入札 を強 行︒ 結果︑ ２回

か建築 資材 など の圧縮 しか 方法 があり ませ

直接 区民サ ービ スに 関わる 生活 関連 施設で

第 二に︑ 契約 内容 にも問 題が あり ます︒

ん︒ど こか で無 理をす ると ︑労 働者へ のし

2007年 6月 文学館基本構想委員会(2008年3月まで)

行にまで持っていきたいですね…。

ろです。今後、工事中の粉塵飛散、騒音・振動など住民の

金額で 落札 ︑入 札最高 額と の差 は１０ 億円

６月 の第一 回目 の入 札が予 定価 格４ ０億９

わ寄せ や建 物の 質に影 響し ない かなど 懸念

2006年11月 文学館のあり方懇談会(2007年3月まで）

し全体の利用を促進して全体の往復運

土の入れ替えでなく「封じ込め」方式で、議論のあるとこ

あり ︑この 改修 ・長 寿命化 を優 先し ︑新規

０７ ７万円 で全 社辞 退︑第 二回 目は 予定価

2006年 7月 吉村氏逝去

お住まいの方は便利になります。しか
じまります。工事費用は、約１億１８００万円。対策は、

を超え てい ます ︒前回 予定 価格 以下に する

格を ４１億 ４７ ３８ 万円に 引き 上げ ました

されます︒

2006年 4月 これからの図書館問題懇談会報告

がはじまります。これで隅田川沿いに
いよいよ尾久の原公園などダイオキシン類対策工事がは

建設は抑制することが必要です︒

が価 格が合 わず 再度 全社辞 退︒ いず れも労

2004年 9月 区内図書館に吉村氏著作コーナー設置

みなさんのご意見をお寄せください︒

2009年11月 複合施設懇談会設置

賃引 き上げ や建 築資 材高騰 ︑技 能労 働者不

1992年 5月

吉村昭氏に区民栄誉賞
日暮里図書館に吉村昭コーナー設置

足な どが構 造的 に影 響した 結果 です ︒他自

複合施設建設に至る経緯

