２０１２年
２００６年
備考
９７０８事業所 １１９０６事業所 ２１９８減
７９４３９人
８７１７７人 ７７３８減
区内事業所数
区内従業員数

日本の子どもの相対的貧困率は︑ も少なくありません︒しかし区の
．３％︑６人に一人にまで拡大 対策は︑タブレットＰＣを最優先
︵左グラフ︶︒昨年﹁子どもの貧 して多額の財源を振り向けるなど
困対策法﹂が成立︑政府計画では︑ 大きな問題があります︵左表︶︒
貧困削減の数値目標︑給付型奨学
まず区の責務として区内の子ど
金や児童扶養手当の改善もなく失 もの貧困の実態把握と対策が必要
望と批判の声が広がっています︒
です︒当面︑幼児期の内に早く問
横山幸次区議は︑区として政府 題を発見し対応するため現在２名
に対し︑子どもの貧困削減の数値 の相談専門員の大幅増員︑教材教
目標を持ち︑給付型奨学金や児童 具・学校給食など公費負担拡大な
扶養手当の改善など行うよう強く ど義務教育負担軽減︑ 歳から
求めるべきとただしました︒
歳までの状況をつかみ支援する仕
荒川区内の 歳未満は︑約３０︐ 組みなどをつくるべきです︒
０００人︑６人に一人の比率をだ
さらに子どもたちがゆっくりく
と約５︐０００人が相対的貧困の つろげ︑友達と語らい︑落ち着い
下に置かれていることになります︒ て勉強が出来るなどの場︑中高生
就学援助は︑生活保護の１．２倍 も含めた﹁居場所﹂を全地域に設
という低い基準でも小中あわせて 置することも急がれる課題です︒
３︐４４６人︑約３人に１人です︒
また 経済 的理 由 で高
等教 育を 断念 せ ざる
を得 ない 子ど も たち

50,430
9,610
10,330
735,000

新規
充実
新規
新規

3,012
1,284

充実
新規
新規
新規
充実

事業
子ども家庭支援センター相談体制強化
２０１１年度 DV被害者の支援者養成講座
児童相談所への職員派遣
学習支援事業
２０１２年度 家庭支援事業
保育園における早期発見体制（退職保育士配置）
タブレットＰＣを活用した学校教育モデル実施
２０１３年度
若年者就労支援の拡充
「あらかわ寺子屋」の全校実施
２０１４年度
タブレットＰＣを活用した学校教育
（注）２０１４年度は、予算額です（他は決算）

（単位：千円）

荒川区 子どもの貧困対策具体的取り組みの内訳

決算額
4,442
87

年度
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☆裏面 震災対策、産業振興などの質問

２０１５年 ３月号外 発行 日本共産党荒川区議会区議団
区議団控室 TEL ３８０２−４６２７ FAX ３８０６−９２４６
E-mail:ar ajcp @tcn- catv. ne.jp
☆町屋相談室 荒川区町屋５−３−５ ℡３８９５−０５０４
E-mail:yo ko19 51@ao l.jp

２月 区議会は︑安 倍内閣の 区民生活への影 響について答
消費税増税による﹁増税不況﹂︑︑ えず︑経済給付 など区民のく
年金削 減はじめ社会 保障引き らし応援の検討を拒否︒
下げか ら区民の暮ら しと営業
また区は︑消費税増税によっ
をどう 守るかが最大 の課題で て 億円交付金が増加︑差し
した︒ 区民の暮らし は︑厳し 引き 億円が社会保障財源と
い状況 にあり︵左表 参照︶︑ して使えると答 弁︒社会保障
暮らし の防波堤の役 割の発揮 財源というなら ︑共産党区議
を区に求めました︒
団が提案してい る区民のくら
区は ︑議会答弁で ︑消費税 しを直接応援す る介護保険料
増税や 年金削減など 社会保障 軽減や学校給食 無料化などに
引き下 げについて﹁ 持続可能 振り向ける真摯 な検討こそ求
な制度 のため必要﹂ としつつ められます︒

２０１４年１２月 ２００９年１月
備考
生活保護受給者
６４６１人(3.1%)４７６９人(2.39%) ４５％増
小中学校就学援助
３２．３０％
３２．９０％ ３人に１人
児童扶養手当（１人親）
２４３５人
２２０６人
１０．３％増
保育園等利用者
４７０６人
３４７２人 ３５％増
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私は︑震災対策︑子どもの貧困対策︑小規模企
業支援の大きく三点で任期最後の本会議質問を行
いました︒いずれもみなさんの声や生活の実態︑
地域の実情等から思いを込めた質問でした︒
震災で犠牲者を出さないため建物耐震化や公的
住宅の建設など町屋にとって最大の課題です︒ま
た医療・介護・福祉のネットワーク充実を震災対
策の柱に位置づけることを求めました︒子どもの
貧困問題には︑ずっと心を痛めてきました︒この
問題を区議会で最初に取り上げ︑区政の大きな課
題に据えさせたことは︑議員としての喜びでもあ
ります︒そして︑日本経済の主役中小企業︑特に
小 規模 企業 の持 続的 発展 と
地 域産 業振 興め ざす 取り 組
み は︑ 初当 選以 来一 貫し て
取り組んできたテーマです︒
引 き続 き区 民が 主人 公︑ 暮
ら し最 優先 の区 政実 現に 力
を尽くします︒︵横山幸次︶

荒川区民の暮らしの実態…

12

区内の産業は…

16
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阪 神淡 路大震 災から ２０
年︑ 東日 本大震 災・福 島原
発事 故か ら４年 目の年 ︒横
山幸 次区 議は︑ こうし た大
災害 の教 訓を生 かした 防災
対策について質問︒
第 一は ﹁倒れ ない﹂ ﹁燃
えない﹂まちづくりは︑待っ
たなしです︒
そ のた め①建 て詰ま りや
乱開 発を 規制す る②公 的住 は全て やりき ること です︒
宅の 建設 や共同 建て替 えで そのた め当面 ︑補助 金拡大
調和 のと れたま ちづく り③ や防災 行政無 線の各 家庭向
全区平 均の建物 耐震化率
け戸別 受信機 設置な ど真剣
％達 成で なく︑ 危険度 の高 に検討すべきです︒
い地 域な ど独自 調査を 行い
第三 に︑医 療︑介 護︑福
対策 を具 体化す べきで す︒ 祉のネ ットワ ークづ くりを
住宅耐震工事 ％補助制度 防災対 策の柱 に据え るべき
は︑ 全域 に拡大 すべき です︒ です︒ 必要な 方が医 療や介
第 二は ︑家具 転倒防 止の 護︑福 祉にし っかり 結びつ
徹底 と情 報伝達 の抜本 強化 いてい ること が犠牲 者を出
など ︑い ますぐ 出来る こと さない大きな力になります︒

防災・福祉のまちづくりへ…
横山幸次区議の提案

90

90

町屋２,３,４丁目地域の建物状況

横山幸次区議は︑質問の
中でこの小規模企業振興基
本法を生かした︑区内産業
振興・中小事業者支援を求
めました︒
︵１︶区内全事業所の調査
と産業政策策定
共産党区議団は︑繰り返
し区内事業所の全数調査を
求め︑区も製造業と商業に
ついて訪問調査を行ってき
ました︒今後︑全産業分野
に拡大すべきです︒また小
規模企業振興基本法の理念
に基づく区として
の産業政策策定を
求めました︒
︵２︶仕事おこし
共産党区議団も
提案して実現した
店舗リニューアル
などにも使える個
別事業所への設備
投資補助制度は︑

有効な支援策で喜ばれてい
ます︒
住宅リフォーム助成制度
︵工事金額の ％前後を助
成︶は︑全国３分の１︑約
６００を超える自治体で実
施︑高い地域内経済波及効
果が証明されています︒地
域の建設関連事業者育成︑
雇用 拡大な どの
可能 性も広 がり
ます︒
住 宅リフ ォー
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２，８８２棟
７７０棟
２，１１２棟
１，５９１棟
約２００棟

建物全戸数
耐火・準耐火建物
木造建物
木造の内旧耐震
公道に接道してない住宅

旭電化通り拡幅影響
８８棟
（内店舗は５５棟）
生活主要道路対象
４１２棟
区画地数
※木造共同住宅数」は不明

①建て詰まりや乱開発など規制し、防災
と調和のとれたまちづくりを進める
②家具転倒防止補助の拡大と通電火災防
止へ感震ブレーカー設置補助
④情報弱者つくらない災害時の情報伝達
の強化（防災行政無線の戸別受信機など）
⑤木造密集地域の住み替え用として区の
公的住宅拡充と都営住宅の活用
⑥住宅耐震化と地域のバリアフリー
⑦住民参加で地域ハザードマップ作成
⑧医療、介護、福祉のネットーワーク充
実を防災対策の柱に…など

ム助成制度や小規模工事等
契約希望者登録制度などの
創設が必要です︒
︵３︶公契約条例の検討
公共工事の設計労務単価
が引き上げられましたが︑
現場労働者まで届いていま
せん︒重層的下請け構造に
よる﹁中抜き﹂常態化の是
正︑ダンピング受注の排除
などが必要です︒区として
現場労働者の適正賃金額を
決めて元請け業者に支払い
を義務づけるため︑公契約
条例制定の検討に入ること
を強く求めました︒
区は︑消極的な答弁に終
始しましたが︑引き続き実
現に向けて力を尽くします︒

