方は ︑それ以外と比べ て
２． ５倍以上です︒利 用

の出 現率です︒非課税 の

は︑約４万４ 千人です︒
荒川区の所得 階層別の要

料の １割負担︑ホテル コ
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歳以上の方

介護認定者数 を見ると︑

スト など低所得層のサ ー

荒川区の

現在の要介護 認定数は︑

ビス利用を妨げています︒

1,305
9%

第１〜 ４段階

・４％で

うち要介護４・５が３８８人……２.３１％

７６１８人で

１６７８７人

経済 的格差で介護が受 け

②第５〜１１段階

す︵本年９月 現在・裏面

うち要介護４・５が１６０２人…５.８６％

られ ない方をなくすた め

２７３４４人

に詳細一覧︶︒

の対策がやはり必要です︒

☆要介護４・５の方の所得別出現率
低所得層は２倍以上の比率…
①第１〜４段階（非課税）

高齢者の所 得と介護認

定者の関係は ︑やはり︑

低所得の方ほ ど︑要介護
認定を受けて いる割合が

多い状況です ︒２年前も

同様の数字を 掲載しまし

たが︑傾向は 固定化して

います︒

今回注目し たのは︑所

得階層毎の重 度要介護者

この町を住みやすく…

18

280
9%

6033
22%

21,311

12 ,510
91%

78%

2,692
91%

第１段階 生活保護・老齢福祉年金受給者
第２段階 非課税世帯で年金収入など所得80万円以下 第３段階 非課税世帯で所得80万円超
特例第４段階 課税世帯で本人の年金収入など所得80万円以下
第４段階 課税世帯で本人非課税
第５段階 課税世帯で合計所得金額125万円以下 第６段階 所得125万円超〜250万円未満
第７段階 所得250万円以上500万円未満 第８段階 所得500万円以上750万円未満
第９段階 所得750万円〜１千万円未満 第10段階 １千万〜２千万未満 第11段階 ２千万円超
時過ぎ から停電が発 生しまし

先週 土曜日午後︑ 町屋３丁
目を中 心にかなりの 範囲で一

かか る﹂との返事だ ったそう
です ︒翌日︑区議会 建設環境

原因 が不明︑来るの に１時間

めら れた人がいるそ うだ⁝な
どな ど︒﹁東電に電 話したが

区は 状況を掌握して いません

た︒コ モディイイダ の通りに
は︑商 店はじめ多く の方々が

店の冷 蔵庫が止まっ て困って

でし た︒東電と区の 連携など
危機 管理に大きな問 題がある

不安そうに出ておられました︒ 委 で こ の 件 を 質 し ま し た が ︑

いる︑ 酸素吸入して いる人が
心配︑ エレベーター に閉じこ
のでは ない

たようです。

でしょうか︒

ている設備の不具合だっ

横山幸次

☆結局、電柱に設置し

区政報告
ニュース

№ ４０３
２０１０年１０月３１日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６
E-mail:arajcp@tcn
-catv.ne.jp
☆町屋相談室
荒川区町屋５−３−５
℡３８９５−０５０４
横山幸次区議のホームペー
ジをご覧下さい。
※「横山区議」で検索し
て下さい。

☆裏面 介護施設の事
故、都住募集など

１１月１日(月)
午後６時〜８時
横山区議事務所
※１２月は６日（月）
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。
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。
区役所控室 ３８０２−４６２７

あっ てはな らな い事 故です が︑
体 制や 制度の どこ かに 無理が ない

う事故が報道されました︒

全般にわたっての

含めて深刻な実態が明らかです︒
この際︑現場の声をよく聞いて︑

回答です︵左表︶︒それでも死亡

歳の入 所者

の か︑ とりわ け人 員の 配置な どを

調査と真剣な安全

区内の 老健施 設で

確 保す るため の課 題を 自治体 や国

確保対策が必要で

が ︑入 浴中に 溺れ てな くなる とい

に しっ かりも の行 って いく必 要が

ありそうです︒

荒川 区は︑ 施設 に対 して﹁ 安全

対 策の再確認 と職員 への周 知

徹 底︒また︑ ご遺族 への対 応

を 真摯に行う なうよ う指導 ﹂
と ︑他施設へ の﹁入 浴介助 の

安全確保について注意を喚起﹂

したそうです︒

介護施設の 事故実 態は︑ 表

に出ないことが多いようです︒

また報告システムも不備です︒

昨 年︑国の補 助を受 けて三 菱

総 研が行った ﹁介護 事故の 実
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要介護・支援
要介護・支援の率

☆申込書の配布

２段階
5,705
2,307
28.8%

３段階 特例第４段階 ４段階 ５段階 ６段階 ７段階 ８段階 ９段階 １０段階１１段階
4,660 4,915 3,955 4,733 4,219 3,558 1,138 711
295
548
1,094 1,128
570
422
497
386
96
83
33
68
19.0% 18.8% 12.5% 8.1% 10.5% 9.8% 7.9% 10.4% 10.2% 11.0%

１１月１日から１０日まで

申込書は、区役所６階、１階総合案内、ムーブ町屋、サ
ニーホールにも
申し込みは、郵送で１１月１６日まで渋谷局到着分まで

改善されない雇用情勢、中小企業の単価切り
下げや資金繰り悪化など深刻な事態が広がって
います。医療、介護も深刻です。日本共産党区
議団・横山区議は、法律等の専門家、医療・福
祉関係者とも連携して相談活動を行っています。

電話 ３８９５−０５０４

☆募集戸数
世帯向け

態と対応策﹂の報告書を見ました︒

自立

１段階
2,076
934
31.0%

調査依頼した自治体の半分以下の

す︒

介護施設での事故について（三菱総研の調査報告より抜粋）
２００８年４〜９月全国１８０５区市町村に調査実施、うち回答８８９
発生件数 ８５４１件の事故事例が報告
事故発生場所
事故発生場面
居室・静養室（ベッド周辺）
35.8% 休息、娯楽
19.7%
居室・静養室（ベッド周辺以外） 11.3% 排泄
15.1%
計
47.1% 食事（水分摂取含む） 7.3%
事故の内容
【注】
けが及び死亡事故が９７．１％
転倒
59.3% 誤嚥(ごえん)と
内 転落
11.5% は、食物が食道
訳 誤嚥（ごえん）
3.5% でなく気管には
衝突
2.3% いること
被 骨折
55.1%
害 裂傷、擦過傷
11.9%
状 打撲、ねんざ、脱臼
11.6%
況 窒息
2.4%
被 通院
43.5%
１面の記事でご紹介した数字を詳しくご紹介します（下表
害 入院
35.3%
程 死亡
2.7%
参照）。特に要介護高齢者の出現率が低所得者ほど高く、負
度
担軽減とともに貧困など社会的要因の解明と除去が必要です。

１５００戸（区内１４戸）

定期使用（若年ファミリー）６２０戸
その他多子世帯、若年ファミリなど若干
申込書記入をお手伝いします。お気軽にご相談下さい。

（横山事務所）
不在時は留守電に伝言を

３８０２−４６２７
（議員控室）

E-mail：arajcp@tcn-catv.ne.jp

