地域包括支援センターは︑地域
の高齢者の実情をつかみ︑介護・
福祉に結びつける拠点としての役
割を果たしています︒しかし︑人
員は専門職員６人〜７人で対応︒
決して十分とはいえません︒相談
だけでも全センター合計で年間３
万６千件を超えています︒六期プ
ランでは︑﹁地域への訪問活動や
実態把握を十分に行う﹂とされて
おり︑体制強化がどうしても必要
です︒これも災害時に犠牲者を出
さない大きな力になります︒

町屋５〜７丁目は︑
高齢者︑障害者︑子育
て支援施設が多数存在
する地域です︒しかし︑狭い歩道︑
段差︑道路上の電柱などバリアだら
けです︒横山区議は︑以前から区に
対してこの地域を﹁バリアフリーモ
デル地域﹂にして事業化すべきと求
めてきました︒災害からいのちを守
る上でも実現が求められています︒

№ ５７１

お詫びと訂正

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。

先々週のニュース「区報の宅配申し込み」
の荒川区役所の代表電話番号を間違い、ご迷惑
をおかけしました。お詫びして訂正いたします。
正しくは…区役所3802-3111内線広報課2132

大震災で障害者︑高齢者など災害時に支
援を必要とする方への対応は︑犠牲者を出
さない要です︒区は︑災害時の福祉避難所
を用意していますが︑要介護４・５︑障害
者が対象です︒しかし︑孤立状態の方︑必
要な介護・福祉サービスに結びついてない
方も多いのが現実です︒やはり︑日常的に
そうした方に手をさしのべる︵アウトリー
チ︶ことが必要です︒その第一歩として︑
見守りステーションの人員を現在正規専門
職１名︑非常勤の補助１名体制を見直し︑
せめて正規で２名に増員すべきです︒

２０１５年４月１２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

３月２６日、荒川区は、東京都に対して女
子医大東医療センターの移転計画に関わって、
区の実情を伝え、移転予定地される都有地の
売却を行わないよう求める申し入れを行いま
した。今後、都がどう対応するのか、区とし
て今後の女子医大東医療
センターの区内継続にど
ういった支援が出来るの
か問われています。

区政報告
ニュース
町屋地区の高齢者…
高齢者人口 要介護認定 見守り登録
現在
７，２７４人 １，２０７人
８００人
７期予測
７，５６５人
？
？
※６期プランより作成 ７期は２０１９年

学校生 活への 期待や希 望を抱 いて
いるよ うな雰 囲気を感 じまし た︒

は︑ど の子も 緊張の中 にも新 しい

４月 ７日︑ 原中学校 の入学 式に
出席し ました ︒１４７ 人の新 入生

多目 的室︵普 通教室 ２つ分 ︶を使
うよ うですが ︑まだ 準備が 出来て

普通 教室が足 らない ため︑ １階の

した ︒ところ で原中 は︑１ ４７人
で５ 学級にな ります ︒とこ ろが︑

記憶の 中です が︑また 思い出 しま

が子に ついて は︑既に 遠い過 去の

年経つとここまで成長するのかと︑ 校のあり方の検討が必要だと感じ
今更ながら感動したものです︒我 るのですが⁝︒
横山幸次

いま せん︒や はり︑ 学校選 択制の

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

前日に ︑五峡 小の入学 式で︑ 可愛

午後６時〜８時
横山区議事務所

見直 しや少人 数学級 を見こ した学

５月11日(月)

らしい 新一年 生を見た だけに ︑６

裏面 消費税と法人税、区
政の情報…など

とも に 税率 引き 下げ を行 お うと して い ます ︒

4,700円 5,900円

財 務省 が推 計 した ﹁税 の負 担 率﹂ ︵ 左グ ラ

小型特殊(ホークリフトなど）

しか し ︑大 企業 は︑ 海外 子 会社 から の 配当 非

4,000円 6,000円

％ にし た

小型二輪(250ｃｃ以上)

フ︶ ︒収 入階 級 別に ︑消 費税 率を

2,400円 3,600円

課税 や 研究 開発 減税 など で ばく 大な 優 遇措 置
など で 受け 法人 税実 効税 率 ％ど ころ か︑ 一

2,500円 3,700円

軽二輪(125㏄〜250㏄）

35

10

2014．4．1現在
区内台数

９０ｃｃ〜１２５ｃｃ 1,600円 2,400円
ミニカー

場合の負担率は︑最も収入の低い﹁第１分位﹂
で５ ・９ ％︑ 最 も高 収入 の﹁ 第 １０ 分 位﹂ で

1,200円 2,000円

桁台 の とこ ろも あり ます ︵ 下グ ラフ ︶ ︒や は

50㏄〜90㏄

は３ ・８ ％と 収 入が 低い ほど 負 担率 は 増え ま

1,000円 2,000円

り﹁ 応 分の 負担 ﹂す らし て いな い大 企 業優 遇

５０ｃｃ以下

す︒ 所得 の低 い 人ほ ど負 担率 が 重く な る︵ 逆

原付

現行 2016・4・1

税制を正すことが必要ではないでしょうか︒

車両区分

進性 ︶消 費税 の 増税 は︑ 消費 抑 制と 格 差を 広

要支援１：月22,860円⇒17,960円
要支援２：月45,790円⇒36,810円
利用者の１割負担は下がりますが、事業所は
これでやっていけるか。要支援の受入れを躊躇
する所も出てくるのではないか心配です。

げる だけ です ︒ 一方 ︑安 倍政 権 は︑ ﹁ 世界 一

通所サービス事業者の介護報酬が引き下げら
れました。引き下げが区は以下の通りです。

企業 が働 きや す い国 ﹂を 標榜 し て法 人 減税 と

安倍政権は︑５月連休明けにも集団的自

衛権行使容認路線を具体化する﹁戦争立法﹂

を国会に提出し押し通す構え︒ところが国

民の批判の強まりのもとで︑自民が﹁Ｑ＆

Ａ﹂を作成するなど﹁弁解﹂に躍起です︒

しかし安倍政権は︑例えば︑現行自衛隊法

条﹁武器等防護﹂規定で装備品を破壊や
奪取から守る武器使用︵応戦︶を認めてい

ますが︑これを他国軍にも適用できる検討

を行っています︒明らかに﹁海外で戦争﹂

することです︒

95

軽自動車税は、その年の4月1日に
軽自動車をお持ちの方にかかる税金。
廃棄・譲渡・盗難などで実際は、
バイクや軽自動車を所有していない
方は3月31日までに手続きが必要。
そのままにしているとずっと軽自動
車税がかかってしまいますのでご注
意を！！
逆に4月2日以降に購入した方は来
年からの納税になります。

昨年の６月議会で「軽自動車
税改正」の条例が提出され、私
4760台
は庶民増税だと反対をしました。
604台
３月30日に開催された緊急会
2116台
議で「バイク等の軽自動車増税
127台
は1年延期し、2016年4月1日にす
1989台
る」改正が出されました。延期
1631台
ですので、これには賛成をしま
４２１台
した。
四輪軽自動車も増税になりましたが、
2015年4月2日以降に購入する新車のみが
増税の対象で、次年度(2016年度)の納税
分からが引上げとなります。
しかし二輪の場合は新車・旧車を問わ
ず2015年度の納税から引き上がることに
なっていましたので不公平だとの声も上
がっていました。
それにしても地方選目前での措置です
が、何か裏があるとは勘ぐりすぎでしょ
うか？

５月３１日(日）午前１０時から
発行総額 ３億３千万円
使用期限11月30日(月)まで
購入限度額 一人１０万円
一冊1万円(500円券×22枚・1万1千円分)

いつもたいへん好評ですぐに完売になり
ます。発行日と販売場所を確認してお求め
下さい。（各商店会
で販売で
す）

