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１０月から値上げラッ
シュ…消費税増税なら
家計に大打撃
８月の消費者物価指
数は１年前と比べ０・
８％上昇。一方、基本
給は１４カ月連続で減
り、社会保障の改悪が
続いています。これに
消費税増税８兆円では、
家計は壊されます。

明したことです︒消費税の来
年４月増税に反対がいまでも

から消費税８％への増税を表
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地 域経 済 が 壊 さ れ れ ば 逆 に 税
収が減 ること が予想 され ます︒

横山幸次
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大 増税で す︒こ れで くら しや

す ︒３％ ・８兆 円と いう 庶民

ミ ュニテ ィーを 担う 商店 街が
ど うなる のか︑ 大変 に心 配で

な いよ！ ﹂⁝︒ 地域 経済 とコ

国民多数の声︒商店など業者

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

のみなさんにお話を聞くと
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ない増税です︒

裏面 介護認定の「軽度
化」、お知らせ…など

﹁消費税増税では商売は続け
ら れない ﹂﹁価 格に 転嫁 でき

午後６時〜８時
横山区議事務所

☆果たして増税に区内商
店は耐えられるか…？

区政報告
ニュース
求めました︒
☆荒川２丁目複合施設用地（上）
☆決算特別委員会の全景（下）

介護保険改定で要 支援を１ ・２に

ま た︑２０１１年 と２０１ ２年の

ず︑比率は減少しています︒

荒川、南千住地域を走るさくら号は
目標をクリアしています。

介護 度別の人数を見 ると要支 援１︑

何ですか。

２︑ 要介護１が特に 増加︒一 番軽い

再検討が必要との声もありますが、如

わ け︑ 新
｢ 予防給付 を
｣ 創 設したのが
２ ００６年︒この年 から昨年 度まで

0〜900には、まだまだです。ルートの

の 荒川区の要介護認 定の推移 ︵各年

づつ増えてはいますが、乗客目標の80

要支援１の増え方が大変大きい︒

昨年1月で341名が8月末で416名と少し

ま た︑荒川区は２ ０１１年 後半か

三河島駅を経由する町屋さくら号は

も影響しているかもしれません︒

４１６人

ら 要
｢ 介 護認定率を下げ る と
｣ いう目
標を 持ちました︒実 際に状況 が改善

１２００人

町屋さくら

され 比較的︑元気な 方が増え ︑本当

汐入さくら

にサ ービスがが少な くても大 丈夫な

１４００人

らば 良いのですが︒ しかし介 護給付

さくら

荒川区
４ヶ月健診未来所
就学時健診未実施
小学年令児居所不明
中学年令児居所不明

の削 減のために判定 が低く抑 えられ

記念品は︑必要 数４４００個 購入していま す︒
確かに残せばもっ たいないだけ です︒さっそ く︑

区に再検討を求め ました︒担当 課で検討︑保 険証

など氏名︑生年月 日︑住所など がわかるもの を本

人が持参すれば良いことに変更しました︒

さくら号の一日あたりの乗客数

た結 果だとしたら︑ 必要なサ ービス

＋255

が削られることにつながります︒

合計

介 護関係者にお聞 きすると ︑介護

−2
−50
＋19
−79

度 が軽 くな り 通
｢ 所 サー ビス が 週２
回か ら１回になった ｣｢
通 所リハビリ

要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

に行 けなくなった ｣｢
ヘル パー訪問が
減らされた と
｣言う声が

＋251
＋79
＋33

聞かれます︒

要支援１
要支援２
要介護１

31

日︶を見ると︑ 要支援１の

2011年と2012年の差

45

度 ３月

２０１２年

1,146 13.9％
905 10.9％
1,720 20.8％
1,442 17.4％
1,077 13.0％
1,049 12.7％
931 11.3％
8,270

こ れをどう見るの か︒２０ ０９年

895 11.2％
826 10.3％
1,687 21.0％
1,444 18.0％
1,127 14.1％
1,030 12.9％
1,006 12.6％
8,015

人 数が倍近くに増え ︑比率も １・６

２０１１年

809 10.4％
787 10.1％
1,524 19.5％
1,451 18.6％
1,205 15.4％
1,038 13.3％
997 12.8％
7,811

倍 になっている︒軽 度と言わ れる要

合計

２０１０年

677 8.7％
826 10.9％
1,449 18.7％
1,409 18.2％
1,385 17.9％
1,086 14.0％
906 11.7％
7,738

に要 介護認定判定項 目を 軽
｢度 に
｣誘
導す るような基準が 導入され たこと

要介護４
要介護５

２００９年

605 8.2％
922 12.5％
1,324 18.0％
1,213 16.5％
1,378 18.7％
1,032 14.0％
886 11.7％
7,360

支 援１︑２と要介護 １だけで ２０１

要介護３

２００８年

579 8.1％
874 12.2％
1,255 17.6％
1,195 16.7％
1,305 18.3％
1,044 14.6％
883 12.4％
7,135

％を超えていま す︒要介護

要介護１
要介護２

２００７年

600 8.6％
805 11.5％
1,371 19.6％
1,163 16.6％
1,180 16.9％
989 14.2％
883 12.6％
6,991

２ 年は

要支援２

２００６年

３ ︑４︑５は認定者 数はそれ 程増え

要支援１

文部科学省の調査によると、

1
１年以上所在不明の小中学生は
1 中国に出国確認 全国で976人(2012年度)いる。20
5
11年度の1191人より少し減少し
3

たが、依然として1000人近い。
荒川区でも現在でも住民票はあるが就学していないお子さんが８名いる。
教育委員会・保健所・ 文部科学省の調査によると、１年以上所在不明の
小中学生は全国で976人(2012年度)いる。2011年度の1191人より少し減少
したが、依然として1000人近い。 荒川区でも住民票はあるが就学してい
ないお子さんが８名いる。教育委員会・保健所・子ども家庭支援センター
が連携して調査を行うようになったが、やっと始まったばかりです。
居場所がつかめない状態の子どもの中に
は命の危険があるかもしれないということ 小・中学生の居所不明児
を念頭において対応する必要があります。 …全国で976人。
明らかになった事件
庁内はもちろん、関係機関(他自治体・児
○大阪市北区で３才児と母
童相談所・警察・入国管理事務所など)と連
親が衰弱死。○横浜市磯子
携し確認のために総力をあげなければなり
区で６才女子の遺体発見。
ません。
松戸市→秦野市に移転、入
相模原市教育委員会は2011年から独自に
学しておらず調査中だった。
作ったチェックリストを元に、表札や電気
○大阪府富田林市で９才男
メーター、生活感の有無などを確認し、曜
子不明。…などなど
日や時間を変えて何度も訪問しています。

