日、今年はじめての福祉・区
民委員会で「高齢者電磁調理器等
購入助成事業」について報告があ
りました。実は、調べてみると今
年度の予算あったもので具体化が
いまに至ったようです。当初対象
が 歳以上見守り登録者だけでし
たが、 歳以上の一人暮らし・高
齢者のみ世帯に拡大されました。
また電磁調理器については、２０
０９年まで約 年間火災安全シス
テムの一環と
して寝たきり
・一人暮らし
75

13

65

10

2014年中の住宅火災による高齢者死傷者の火災原因と着火物との関係

くず類

21人
０人
３人
24人

９人
２人
１人
12人

衣類・繊
維類
１人
２人
８人
11人

着衣
０人
16人
２人
18人

総計

24人
20人
14人
58人

いずれも2014年中のデータ（東京消防庁ＨＰ引用）

高齢者電磁調理器等購入助成事業
１、対象者
65歳以上の一人暮らし高齢者世帯、高齢者のみ世帯
※75歳以上の方については、みまもり名簿への登録を推
奨する。
２、助成対象及び補助率
(1)電磁調理器等購入費※①～③のいずれか1点
補助率:１／２(上限額２万円)
①電気フライヤー…通常のフライヤータイプに加え、ノ
ンオイルフライヤータイプも対象
②電磁調理器 上限額を超えない範囲であれば、1H対応
調理器具付属品
(鍋、フライパン等)の購入費も２点まで加算可能。
③Siセンサーコンロ
(2)調理器設置に要する電気工事費
※②電磁調理器購入の場合のみ加算可
補助率:１／２(上限額２万円)
３、助成回数1世帯で1回（時限事業2020年3月末日終了）

世帯に給付されていました。廃止
後ほぼ５年間で復活しましたが、
理由は「火災防止の有効性」によ
るものです。火災による高齢者の
被害は、格段に高くなっています
（左上グラフ・表）。東京消防庁
も「高齢者の被害低減対策」の必
要性を強調しています。この事業
だけでなく、共産党区議団も提案
してきたエアコン設置助成など検
討してはどうでしょうか。

たばこ
こんろ
ストーブ
総計

ふとん類

№ ６０２

コンロによる火災防止のポイント
①こんろから離れる際は必ず火を消す
②こんろの周りに燃えやすいものを置かない
③換気扇や壁、魚グリルなど定期的に掃除を
④ 調理をする際は防炎品のエプロンやアー
ムカバー等を使用
⑤Ｓｉセンサーこんろを使用
（東京消防庁のＨＰより）

１月 日は、成人の日でした。
荒川区では１８３４人が新成人と
なりました。今年から 歳選挙権
が実施されることから、成人の区
切りについても色々と議論があり
ます。本当に若者が将来に希望の
もてる社会になっているのか、政
治の責任が問われています。とこ
ろで以前、菅官房長官が「子ども
11

18

を産んで国家に貢献」と発言、成
人式でどこかの市長が「出産適齢
期は 歳から 歳…若い皆さん方
に大いに期待」などと言ったこと
が話題に。しかし雇用など労働環
境、住宅政策、保育など子どもを
産み育てることのできる環境整備
こそ政治の責任であるはずです。
また、子どもを産むかどうかは個
人の選択の問題です。本来国家な
ど権力が介入すべき事ではありま
せん。ここでも憲法を生かすこと
が求められています。 横山幸次

☆今年の成人式は、サンパールが
工事中のためラングウッドでした

区政報告
ニュース

２０１６年１月１７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 荒川区の銭湯事情、
区議会１月緊急会議…

２月１日(月)
午後６時～８時
横山区議事務所

18

26

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

最近インターネット で 「銭
湯が都 内で は週 に一 軒 消滅」
という見出しを目にしてびっ
くりしました。しかし考えて
みれば、町屋の地域だけでも
かつて 軒 以上 あっ た 銭湯 も
い まや ４ 軒 の みで す 。 区 全体
で はこ の 年 間で 軒減 少 し
軒と な っ て い ます 。 お 隣 の
文京区で は、そのうち 銭湯が
す べ て 無 くな る ので は と い っ
た危惧の声もあるようです。
では、銭湯
の継続は、経
営者任せでよ
いのか、といっ
た疑問も生ま

長年親しまれてきた、町屋１
丁目の「千代の湯」の建物もい
よいよ解体工事に入っています。
街から「銭湯」の姿がまた一
つ無くなります。

29

10

10

13

北朝鮮の核実験に対する抗議決議
１月６日、北朝鮮が４度目となる核実験を実施し
たと発表した。
我が国並びに国際社会が、北朝鮮に対し再三にわ
たり強く自制を求めていたにも関わらず、実験が強
行されたことは、我が国の安全のみならず、広く国
際社会の平和と安定に対する重大な脅威であり、断
じて容認できない。
今回の北朝鮮の挑発的行為は、一連の国際連合安
全保障理事会決議に明確に違反するものである。
よって、荒川区議会は、北朝鮮に対し、この度の
核実験に厳重に抗議するとともに、すべての核兵器
開発を即時停止するよう強く求める。
以上、決議する。
荒川区議会
平成28年１月１４日

れてき ます。銭湯は 、公衆浴
場法によって公的意味合いを
持ち 、しかも各種補 助金や固
定資産税などの軽減などによっ
て支えられて います 。荒川区
で も 「ふろ わ り ２０ ０」など
利用促進事業も行っています。
単に公衆衛生だけで なく地域
コ ミュニ ティーや 高 齢者 のふ
れ あ い 機 能など 持 つ 公 共 財で
もあると 考えられます。現に
千代田区では、区の 高齢者住
宅に銭湯ををつくっています
（運営は民間事業者）。
荒川区で も、将来 を見越し
た対策を 検討す る時 期に来て
いるのではないでしょうか。

新年早々、北朝鮮が核実験を強行。これまでの国
連安保理決議に違反し、６カ国協議や平壌宣言をも
無視するものであり断じて容認できません。
今回、荒川区議会の対応を協議、緊急に抗議決議
をあげることになりました。その際、荒川区議会が、
通年で議会を開会していることもあり、議長権限で
１月１４日に本会議を開会し可決したものです。

区内銭湯地図…

戦争法廃止…２０００万署名に
ご協力を

戦争させない・９条壊すな！総がかり実行委員会は、
「私たちはあきらめない」…戦争法廃止に向け来年の
憲法記念日までに２０００万署名を呼びかけています。
請願事項は、①戦争法である「平和安全保障関連法」
をすみやかに廃止してください②立憲主義の原則を堅
持し、憲法９条を守り、いかしてください…の二つで
す。
署名用紙は、総がかり実行委員会のホームページ（h
ttp://sogakari.com）からもダウンロードできます。
また横山幸次区議事務所にも置いてありますのでお問
い合わせ下さい。
また署名用紙の投函ポストを横山事務所に設置しま
した。
みなさんのご協力をお願いします。

現在東尾久にあるアゼリア
（精神障がい者相談支援事業所）
と障害者福祉課で行っている、
精神障がい者と家族からの相談
は、年々増加傾向にあり、即時
対応ができない状況も生まれて
います。今回、区内で精神障が
い者のケアプラン作成業務を行っ
いる事業者＝ソラティオを区が
事業者に選定し、新たな相談支
援事業所が２月１日から開設されることになります。福祉・区民
委員会では、専門職の配置など体制の充実によって相談者の期待
に応えることなど求めました。

