区は、三河島駅北地区再開発
地域を含む西日暮里１丁目まち
づくり構想素案を発表。日暮里
・西日暮里駅とともに区内最大
の交通結節エリアを構成すると
位置づけ開発を推進するという
ものです。また、開発地区内に
ある貴重な区有地「旧真土小」
跡地に公共施設として居住系中
心の超高層ビル内に「体育館」
を組み込む構想を打ち出しまし

№ ６３８

た。当然人口増による保育や高
齢者施設（日暮里地域には特養
ホームがない）需要は、民間に
任せるという考え。これで地元
住民や区民の声が反映されてい
るのでしょうか。また、構想エ
リア全体は密集市街地で災害危
険度も高い地域でもあり災害に
強いまちづくりを目的にしてい
ます。古くは町屋駅前、日暮里
駅前再開発も「安全」を掲げて
いました。確かに駅前は安全に
なりましたが、後背地の密集地
域は基本的にそのままです。お

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。

まけに人口増で保育園、学校の
不足。地域の再生を基本にした
防災まちづくりに転換すること
を真剣に検討すべきです。

☆駅前再開発には、多額の補助金が出ま
す（下表）。木造密集市街地の整備や従
前居住者用の公的住宅建設にも同様な補
助金が出ないものでしょうか。

２０１６年１２月１８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
中央図書館を中心とした「ゆいの森」（床
面積11,000㎡・５階建て）の工期もあとわず
か。今回、工事契約額41億4,072万円を工事
物価高騰を理由に値上げ請求が出されました。
区の再積算の結果は7,400万円（３.２％）の
増額と判断。その内、約4,000万円（１.７％）
契約額引き上げを行います。
国土交通省・農林水産省の公共事業労務単
価は、３.９％引き上げ、
区議会で下請けや現場
労働者にも還元される
よう求めています。

裏面 スイッチＯＴＣ薬と
税控除、学童クラブ…など

1月16日 (月)

京成電鉄は、初のホームドアを
来年度中に京成日暮里駅３階ホー
ムに設置、同駅１階と上野駅に固
定柵を設置すると発表しました。
やっと動き出しました。乗降客の
多い都内の駅を見ても駅ホームの
安全対策の遅れは歴然としていま
す。例えばＪＲ東日本は、エキナ
カなどの前にホームの安全対策を
最優先してほしいですね。東京メ
トロもドル箱路線を多く抱えてい

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

るにもかかわらず、ホームドア等
の動きが遅いです。民営化されて
多角的な経営も必要でしょうが、
あくまでも公共交通機関であるこ
とを改めて自覚してほしいのです。
例えば、日暮里駅や西西日暮里駅
など山手線側はホームドアが設置
されていますが、日中一定時間通
過電車がある京浜東北線は未設置。
やはり安全にこそ公共交通機関の
最優先課題です。 （横山幸次）

午後６時～８時
横山区議事務所

☆上が現在の京成日暮里駅３階ホーム
下は、来年度整備予定のホームドア完
成予想図です

区政報告
ニュース

解熱鎮痛消炎剤

279

漢方製剤
禁煙補助剤
耳鼻科用剤
下痢、浣腸剤
その他の生薬、
漢方処方医薬品

134
72
39
28

鎮咳去痰剤

24

2

その他

224

1

15

ロキソニンＳ（解熱鎮痛剤）
ルミフェン（解熱鎮痛剤）
コンタック（鼻炎薬）
ガスター１０（胃腸薬）
ストバン（鎮痛胃腸薬）
インドメタシン湿布薬
Ｈ２ブロッカー（胃腸薬）
エパデールＴ（中性脂肪改
善薬）
ロートアプガードポロテクト
（点眼薬）
水虫の軟膏・液体薬
各種風邪薬など
※約1500種類以上

20

11

21

障害児については以前から６
年生までの受入れを行っていま
したが、子ども支援法に基づい
て、学童クラブの対象が６年生
までとなりましたが、荒川区で
は 学童クラブ中 クラブ（南
千住・汐入・峡田・花の木・大
門・七峡・尾久・尾久西・東日
暮里・六日）を拠点施設としま
した。保護者から指定学童クラ
ブ以外でも高学年受入れを行っ
てほしいとの要望が寄せられて
います。特に４年生での利用継
続率は３割となっています。
区は新年度から、低学年の
募集のあとに定員の空きがあ
れば、二次募集で高学年追加
募集を行うことになりました。
現時点で受入れが可能と思わ

5

10

れるのは二日小・二峡・三峡・
九峡と答弁していますが定員いっ
ぱい、オーバーしているクラブ
もあります。施設整備も含め全
クラブでの受入れ検討を行わな
いとアンバラ
ンスも生じ保
護者は納得で
きないのでは
ないでしょう
か。

福島第一原発事故の賠償
や廃炉費用の経産省試算が
だされました。
これまでの 兆円から２
倍の 兆円超に膨らみまし
た。最終的な見積もり
がこのほど発表され
兆円。さらに膨らむ
可能性もあります。
上積み分は、電気料
金に上乗せされ国民が
負担することになりま
す。また新電力へも負
担を求めようとしてい
ます。再生可能エネル

･

400

15

どんな薬…例えば

劇症肝炎、心室性頻脈、意識変
容状態
薬物性肝障害、糸球体腎炎、歯
槽骨炎、網膜剥離など

総合感冒薬
（風邪薬）

4

2次募集での受入れ周知
追加募集開始
事業スタート
高学年利用拡大に係る検証

ギーへの転換に後ろ向きで
あくまで原発再稼働に固執
する政府と財界の姿勢は異
常です。原発への固執はきっ
ぱりやめるべきです。

2017年1月上旬
2月下旬
4月
5月

荒川区議会 月会議に、スイッ
チＯＴＣ医薬品を年間１２，０
００円を超えて購入額した場合
最大８８，０００円まで所得控
除対象とする特例措置を来年１
月から５年間実施する条例改定
が提案されました。共産党区議
団は反対しました。

し Ｗ Ｈ Ｏが 想 定し て
い るのは、医療 へ の
ア ク セ ス が 困 難な 国
や 地 域で の 保 健 向 上
品を購入し、服用を続けること 策です。日本でも医
は、必要な受診の遅れや副作用、 療過疎地域など医療
症状悪化につながるリスクがあ 困難地域、長時間労
り、これを税制面から優遇し推 働、病欠も言い出せない職場環
境などの改善こそ急がれます。
進するもので問題です。
消費者庁は、一昨年まで５年 自 己服 薬 → 副作 用 → 重
間、一般用医薬品の副作用報告 症化→医療費増大…
数が合計１，２２５例あり、内、 またこの措置は、「医療用医
副作用での死亡症例 、後遺症 薬品のスイッチＯＴＣ化の推進」
が残った症例も など副作用で による医薬品の保険外しや保険
極めて重篤な状態に陥ることを 給付の見直しなど医療費削減と
警告（左上表参照）しています。 一体となったものです。医師が
「
セルフメディケーション」 おこなう診療から売薬で自己管
理する方向へ持っていこうとす
が必要というが
政府は、ＷＨＯが提唱するセ ることは、健康被害拡大につな
ルフメディケーション（自分自 がるばかりか、重症化による医
身の健康に責任 療費増大にもつながります。
同時に、スイッチＯＴＣ医薬
を持ち、軽度な
身体の不調は自 品は、全額自己負担で購入する
分で手当てする） 医薬品であり、類似の医薬品の
の重要性をあげ、 保険診療の負担よりも重くなる
スイッチＯＴＣ 場合もあり、区民の負担軽減が
医薬品所得税控 図られるとはいえません。
受診抑制や医療費削減ありき
除必要性を述べ
ています。しか の制度とすれば本末転倒です。

25

11

スイッチＯＴＣ薬とは…
自己判断で服用で重篤に

症例数

うち死亡 内後遺症が
死亡、後遺症の副作用名
症例
残った症例
中毒性表皮壊死融解症、間質
性肺疾患、スティーブンス・ジョン
8
9
ソン症候群、肝障害、肝壊死、
腎障害、心不全…など
喘息発作重積、呼吸障害、心室
3
2
性頻脈、意識変容状態、小脳性
運動失調など
間質性肺疾患
1

これまで医師の処方箋が必要
な指定医薬品の中から、一般用
医薬品として認可されたものが
スイッチＯＴＣ医薬品（左下一
覧参照）です。区民の自己判断
で、対象のスイッチＯＴＣ医薬

一般医薬品による副作用症例（2009年～14年）

総計
1,225
15
15
※副作用が疑われる症例報告に関する情報（医薬品医療機器総合機構）より
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