№ ３４３

（上下）人工衛星

の模型

（下）以前紹介した安
全杖ペレットの改良型

されました︒ここ
に荒川区の産業の
未来もあると感じ
ました︒

ンサル企業に委託するようです︒しか
し︑産業振興基本条例をせっかく作っ
たのに形だけに終わる危険もあります︒
やは り︑区の 職員が
研究 者等とも 協力し
て直接現場で聞き取っ
て 調 査を して こ そ ︑
区 政 に 生き る ので は
ないでしょうか

宇宙に運ばれた産技高専︵旧
航空高専︶の人工衛星です︒
内部は︑高 専の学生
つくりまし た︒しか
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三月十四〜十五日︑南千
住総合スポーツセンターで
﹁荒川区産業展﹂が開かれ
ました︒

キャラクター「わざ
丸」作者とともに

横山幸次区議のホームペー
ジをご覧下さい。
※グーグルなどで「横山
区議」で検索して下さい。
☆産業振興シンボル

区政報告
ニュース
やはり注目は︑昨年打ち
上げられたＨ２ロケットで

める金属ケース

しそれを納 める金属
の箱などは 千分の一
ミリ の制 度 が 必 要︒
区は新年度予算で区内製造業調査を
それ を 区 内 の金 型製
造業者など町工場の 実施する予算を付けました︒今回のコ
技術 が 生 か され まし
た︒ まさ に ﹁町 工場
の力 ︑底 力 ﹂が 発揮

（下）Ｈ２ロケッ

トの模型

（上）区内企業が

協力した衛星を納

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の
で、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。

気対策として定額給付
金が支給されますが︑
その一部を道路などの
バリアフリー化に回せ
ば︑大きな効果がある
のではないでしょうか︒
こうした工事は︑地元

出てくるものだと思い
ました︒ちなみに︑景

ており出来ないなどと
言っていました︒
高架下の住宅や工場
が立ち 退いたこ ともあ
りますが︑やはりやる
気になれば方法は色々

当初区は︑下が暗渠
︵藍染川︶で下水になっ

業 者で で きま す︒ 地域 に もお 金 が

【定例生活相談会】
毎週水曜日 午後２時から５時
会場は、横山区議事務所です。

自然公園北口付近の歩道の急勾

午後６時〜８時
横山区議事務所

回り︑体の不自由な方も助かりま
す︒どうでしょうか︒ 横山幸次

４月 ６日(月)

配を直す工事が最終段階にさしか
かって います︒この工事について

裏面特集 介護保険料など

対象者

第１段階

区民税非課税で老齢福祉年金受給
者・生活保護受給者

２４，９００円
２，０７５円

基準額×０.45

２０，８００円
基準額×０.5
１，７３３円

第２段階

世帯全員非課税で所得＋年金額合
計が８０万円以下の方

２４，９００円
２，０７５円

基準額×０.45

２０，８００円 基準額×０.5
１，７３３円

第３段階

世帯全員非課税で所得＋年金額合
計が８０万円以上の方

４１，５０８円
３，４５９円

基準額×０.75

３０，０００円
２，５００円

基準額×０.7２

４９，８１２円 基準額×０.９
４，１５１円

３５，８００円
２，９８３円

基準額×０.８６

特例 本人非課税（世帯内に課税者あり）
第４段階 で所得＋年金額が８０万円以下の方

荒川区

北区

本人非課税（世帯内に課税者あり）
で所得＋年金額が８０万円以上の方

５５，３５６円
４，６１３円

第５段階

本人が住民税課税で所得が１２５万
円未満の方

６３，６４８円 基準額×1.15
５，３０４円

４６，６００円
３，８８３円

第６段階

本人が住民税課税で所得が１２５万
円以上２００万円未満の方

６９，１９２円
基準額×1.25
５，７６６円

５２，０００円
基準額×1.25
４，３３３円

第７段階

本人が住民税課税で所得が２００万
円以上３５０万円未満の方

７７，４９６円 基準額×1.40
６，４５８円

６２，４００円 基準額×1.50
５，２００円

第８段階

本人が住民税課税で所得が３５０万
円以上５００万円未満の方

８３，０２８円
基準額×1.50
６，９１９円

７２，８００円
基準額×1.75
６，０６６円

第９段階

本人が住民税課税で所得が５００万
円以上７５０万円未満の方

９６，８６４円
基準額×1.75
８，０７２円

８３，３００円
基準額×2.0
６，９４１円

第10段階

本人が住民税課税で所得が７５０万 １０２，４０８円
基準額×1.85
円以上１０００万円未満の方
８，５３４円

第11段階

本人が住民税課税で所得が10００万 １１０，７１２円
基準額×2.0
円以上の方
９，２２６円

基準額

４１,６００円
３,４６６円

基準額
基準額×1.１２

億円の貯め込みがありまし
た︒
必要な介護サービスを必
要な 人 に提 供し ︑ 保険 料を
抑える には︑税 金の 投入 を
考えざるを得ません︒ 道
一本 隔て て 保険 料 が 大幅 に
違う ので は やは り 納得 いき
ませ ん︒介護保険制度以前
は︑国が介護費用の五十％
を負担して いました︒や は
り︑国の負担を戻すことと︑
区と して の 独 自 施 策も 必 要
ではないでしょうか︒

第４段階

向う三年間︑荒川区の介
護保険料︵基準額︶が２３
区最高になりました︒
その理由は いくつか考え
られ ます︒①高齢者人口の
割合が多い②要介護度の高
い高齢者の方が多いこ とで
サー ビス総額が増え るなど
考えられます︒
逆に︑値下げになった北
区と 比べ ると 年 額で 基 準 額
が一万四千円近く差があり
ます ︒北区は ︑マスコ ミ報
道でもサービスとかなり抑
制し問題にな った区で 三十

段階

☆４月上旬に世帯主宛に区役所から「説明書」と「申請書」が郵送→
申請書の氏名等を確認し、署名捺印・振込銀行通帳や身分証明(運転免
許、パスポート等）のコピーを添えて同封の返信用封筒で送り返す→
４月中旬頃から銀行に振り込まれる予定

《プレミア付き「お買い物券」》
４月15日から区内商店街で販売開始
１セット500円券×22枚・11000円分を１万円で販売。
一人５セットまで
利用できるのは商店街連合会傘下のお店です。
コモディイイダ、ライフなど大型店では、利用で出来
ません。

３月末に向け「派遣切り」はじめ大量解雇の動きが。
また中小企業は、大幅受注減、下請け単価切り下げなど
深刻な事態が広がっています。深刻な介護の問題も…
日本共産党区議団・横山区議は、法律等の専門家、労
働・市民団体、医療・福祉関係者とも連携して相談活動
を行っています。ぜひ泣き寝入りせずにご相談ください。

電話 ３８９５−０５０４（横山事務所）
不在時は留守電に…（必ずご連絡先を）

（上）お買い物券
（下）お買い物券取扱
店のシールです…

☆ヒブワクチン接種をされた方に
も補助が出ます
ヒブワクチンが昨年１２月１９日解禁と
なった後、接種している場合は領収書を保
管しておきましょう。遡って
新年度に（４月以降）区の補
助が出る予定です。

