２０１４年 ２０１５年 ２０１６年
加入世帯
42,026 41,713 41,029
加入人数
65,467 63,937 61,478
滞納世帯
13,159 12,237 10,951
（比率）
31.3%
29.3%
26.9%
資格証明書
904
770
742
（比率）
2.2%
1.9%
1.8%
差し押さえ
110
247
※
※２０１６年の差し押さえは、２月現在２７９

新年度になって制度改定で暮 しかも振り込まれた給与や年金
らしを直撃する問題も生じてい の全額差し押さえもあり︑暮ら
ます︒その一つに新年度からの しをさらに追い込む事態となっ
国民健康保険料値上げがありま ています︒ほとんどの滞納理由
す︒各世帯への通知は６月です は︑払いたくても払えない高い
が︑過去５年最大の値上げによっ 保険料など経済状況が原因です︒
て家計はどうなるのでしょうか︒ 来年度から国保の広域化︵都道
この間の荒川区国保の状況を 府県も保険者に︶で一層の値上
滞納や資格証明書︵窓口で 割 げも予想されている中で︑払え
請求︶発行︑差し押さえなどみ る保険料への改善で国民皆保険
ると区民の置かれた実態は極め 制度を守ることは︑健康と命を
て深刻です︒滞納世帯は若干下 守る大きな課題となっています︒
がっていますが︑保険証のない
資格証明書発行世帯は横ばい︑
滞納差し押さえは毎年増加です︒

荒川区国民健康保険滞納状況など
（各４月末）
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全日本民主医療機関連合会（全日本民医連）は、
経済的な理由で治療が遅れ死亡した事例が２０１６
年に５８例あったと発表。これは全国の民医連加盟
６４１医療機関の調査で「氷山の一角」でしかあり
ません。この内無保険・資格証明書など３４例中２
０例は、顕在的困窮が原因。一方保険証を持ってい
ても窓口負担が高いなどで治療中断、未受診、「医
療機関にたどり着けずに孤独死」の事例も。現在の
国民健康保険などの矛盾が浮き彫りになっています。

区政報告
ニュース

№ ６５１

国民健康保険は、社会保障の
一環です…
国民健康保険法第一条「この法律
は、国民健康保険事業の健全な運営
を確保し、もって社会保障および国
民保険の向上に寄与することを目的とする」と
しています。そのため国民全員を加入対象とし
国民皆保険の土台をなしています。（他の公的
医療保険加入者は適用を除外するという仕組み）

連日︑桜の開花と花見の話題が
テレビなどマスコミを取り上げら
れない日はありません︒確かに季
節の方も確実に春本番の様相を見
せています︒ここ数日日中 度台
の気温が続き︑コートも時には上
着もいらないほどの陽気の日もあ
りました︒
そんな折︑区役所の地下食堂で
少し早い昼食のために一番奥の庭
園が見えるカウンターに席を取り
ました︒実はここが一番季節を感
じ取れる場所です︒この日は︑額
縁のようなガラス越しに桜が淡い
ピンクの花を咲かせていました︒
20

そして池の水面には︑春の心地よ
い風が微細なさざ波を作り出して
いました︒何とのどかな風景か⁝︒
そこに青鷺が一羽︒岩の上に片足
でじっと身じろぎもせず立って周
囲を睥睨しているのです︒ちょっ
とした山水画︒少し長い時間の食
事になりました︒
︵横山幸次︶

白枠内が青鷺

２０１７年４月９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
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。

裏面 ゆいの森のその後、
４月からの区組織…など

５月８日(月)
午後６時〜８時
横山区議事務所
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、随時受付ています。
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

３月 日日曜日にゆいの森 た 空 間 が 何
がオープン︒初日は４０００︑ と も い た だ
２日目は約２０００が来場︑ け ま せ ん ︒
現在２万６千人を超えた︵４ や は り ﹁ 知
月５日現在︶そうです︒
の空 間﹂に
平日も自転車駐車スペース 相 応 し い 入
は満車です︒特に一階の乳幼 り 口 で あ っ
児向けの﹁あそびのラウンジ﹂ て 欲 し い の
は乳母車がいっぽい︑大勢の です︒２階の児童書コーナー
親子が遊んでいます︒
には貸出カウンターがなく
全国的にも吹き抜け構造が 階か３階へ︒子どもの利用な
流行りのようで︑ゆいの森も ので２階にも貸出受付が必要︒
同様の造りです︒あちこちに
億円もかけてつくりました︒
閲覧席があり︑その数は８０ 私たちはもコンパクトな施設
０席︒飲食可の席もあります︒ を求めましたが︑できた以上
は︑区民に役立ち︑喜ばれる
施設にしなければなりません︒
ご意見をお寄せ下さい︒

使いながら改善のすべ
きことも多くあります
正面玄関の横︑駐車場出入
口の仕切りが低すぎて中途半
端です︒つまずいたり︑子ど
もが飛び越えたり
して危険です︒取
りあえずカラーコー
ンを置きました︒
またネット検索
システムのトラブ
ルもあったようで
カウンターでの苦
情の声も⁝すいま
せん︒一階正面入っ

☆交通対策課を廃止 交通対策課が廃止になって３つ
の主な事務＝①交通安全→生活安全課へ、②交通計画は→
都市計画課へ、③自転車対策は→施設管理課に分割されま
した。

☆その他 これまでの地域振興課が区民施設課と名称を
変更し、区民施設管理を中心にした事務を行います。また
これまでの区民事務所関係の事務
は、区民課に移ります。
いずれにしても区民にとってわ
かりやすい周知が必要です。

日本共産党の大門参議院議 らない道は︑大企業・富裕層
員に財務省が提出した資料に 優遇税制を変えれば︑たくさ
よると︑株式など金融商品の ん出てくるものです︒
配当収入への課税を総合課税
に改めるだけで︑１兆円の税
収が生まれることが明らかに
なりました︒
高所得者ほど税金を多く収
める累進課税の考えで︑給与︑
事業所得などすべて合算して
課税されます︒これを総合課
税といいます︒しかし︑配当
所得については︑租税特別措
置法で分離課税にできる仕組
みがあります︒所得税 ％︑
住民税５％です︒富裕層ほど
大きな恩恵を受けます︒配当
所得の分離課税による税収減
は︑ 年８９００億円︑ 年
１兆２００億円︒消費税に頼
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共産党区議団は︑就学援助
の基準を生活保護の１・２倍
↓１・５倍に所得基準の緩和
をすること︒また︑ランドセ
ルなどの入学準備の費用は入
学前に支給できるように改善
することを再三求めてきまし
た︒これまで国も﹁入学準備
金は入学前に支給できる﹂と
通知を出していたのですが︑
荒川区は事務作業が困難とし
て実施しませんでした︒国も
生活保護︵要保護︶について
入学前に支給できるようにし
ました︒すでに独自実施も自
治体も全国で１５８︒ぜひ荒
川区で実現させたいものです︒

☆ゆいの森課、ゆいの森担当課、地域図書館課
を新設 ゆいの森（中央図書館など荒川２丁目複合施設）
開設にともない、中央図書館業務担当の「ゆいの森課」と
文学館・子ども関係を担当する「ゆいの森担当課」が発足。
一方、他の４地域図書館を担当する「地域図書館課」がで
きて三課に分かれた。
これまで南千住図書館長が５館全体の図書発注など総合
調整を行ってきましたが、図書館長が二人いる構造になり
ます。一般的な中央図書館と地域図書館という関係や連携
した図書館事業がどうなっていくのか。区民の声、要望が
反映されるのか注視していくことが必要です。
15

新年度４月になり、荒川区の部署も一部変更になってい
ます。

☆区政広報部新設 広報課と秘書課が合体して区政広
報部として新たな「部」ができました。当初は、「区長公
室」（仮称）にしようと考えたようですが、名称は、区政
広報部に落ち着きました。４階の両課はそのままのレイア
ウトで変更なし。区長室と広報課が一体化すると広聴・広
報活動にどんな変化が起こるのでしょうか。
関東圏の就学援助入学準備金前倒し支給実施自治体
茨城県
（小中）守谷市
栃木県
（中）宇都宮市
群馬県
（小中）太田市
埼玉県
（中）入間市、越生町、富士見市
（小中）白井市、白子町、長生村、我孫子市
千葉県
（中）山武市、野田市、流山市、船橋市、銚
子市、柏市、鎌ヶ 谷市、一宮町
（小中）八王子市、三鷹市 （中）板橋区、世
田谷区、港区、新宿区、文京区、豊島区、武
東京都
蔵野市、足立区、千代田区、小金井市、東大
和市、町田市
神奈川県 （中）大和市、海老名市、小田原市、鎌倉市
※２０１８年実施も含む

26

