荒川区は、２０１８年４月から しかし、まだ議会にも策定経過の
の実施する『荒川区第７期高齢者 報告はありません。
プラン』の作成を開始しています。 いま区民の要介護認定者の内２
そのため昨年 月から 月に 才 割が介護保険サービスと使ってい
以上、 才～ 才の区民調査・在 ません。しかも要介護５の寝たき
宅サービス利用調査・特養ホーム り状態で ％が未利用（上表）。
入所希望調査や事業者（ケアマネ また在宅介護で困っていることに
・ヘルパー・事業所職員・居宅介 ストレス等とともに経済的な負担
護事業所・特養ホーム等）調査を を あ げ た 方 も 少 な く あ り ま せ ん
おこないました。こうした調査を （下表）。あらためて区民の実態
もとに介護計画、サービスの見込 ふまえ、経済的負担の軽減、特養
みなど算定して保険料も決めます。 ホームなど施設整備、介護者へ公
的支援 、区の
福祉サービス
の在り 方など
検討す べきで
す。みなさん
のご意 見をお
寄せください。

介護度別の介護サービス利用状況
2017年3月
認定者数
１，３４３人
要支援１ サービス利用者
６６９人 49.3%
サービス未利用者
６７４人 50.2%
認定者数
１，２０９人
８２９人 68.6%
要支援２ サービス利用者
サービス未利用者
３８０人 31.4%
１，９０６人
認定者数
１，６０２人 84.1%
要介護１ サービス利用者
サービス未利用者
３０４人 15.9%
１，５７９人
認定者数
１，４１９人 89.9%
要介護２ サービス利用者
サービス未利用者
１６０人 10.1%
１，１５１人
認定者数
１，０３７人 90.1%
要介護３ サービス利用者
サービス未利用者
１１４人 9.9%
１，２００人
認定者数
要介護４ サービス利用者
１，０４８人 87.3%
サービス未利用者
１５２人 12.7%
８７５人
認定者数
７２２人 82.5%
要介護５ サービス利用者
サービス未利用者
１５３人 17.5%
９，２６３人
認定者数
７，３２６人 79.1%
合計 サービス利用者
サービス未利用者 １，９３７人 20.9%

介護者への支援を！
国民生活基礎調査で、
老老介護の深刻さが浮き
彫りになりました。65歳
以上の老老介護の世帯が5
4.7％。75歳以上でも30.2
％になります。
イギリスでは2014年に
ケアラー法をつくり、ケ
アラー（介護者）への公
的支援を義務付けていま
す。ぜひ日本でも実現さ
せたいですね。

2015年3月
１，０８３人
５７８人 53.4%
５０５人 46.6%
１，１６０人
８１２人 70.0%
３４８人 30.0%
１，６８２人
１，４２８人 84.9%
２５４人 15.1%
１，６２３人
１，４５８人 89.8%
１６５人 10.2%
１，１８１人
１，０８１人 91.5%
１００人 8.5%
１，１３０人
９５８人 84.8%
１７２人 15.2%
９４６人
７７３人 81.7%
１７３人 18.3%
８，８０５人
７，０８８人 80.5%
１，７１７人 19.5%
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№ ６６４

在宅介護で困ったり負担になっていること（抜粋）
経済的に
身体的に
自由にな
ストレス
つらいと
つらい(腰
る時間が
がたまっ
感じた時
痛、肩こり
持てない
ている
がある
など）

現在の状
況を理解し
てもらうの
が難し

在宅サービス
53.0%
36.5%
43.0%
25.5%
利用者（要介護）
在宅サービス
13.2%
20.9%
7.7%
11.0%
利用者（要支援）
積極的利用者
53.8%
46.2%
53.8%
53.8%
未利用者
36.8%
21.1%
15.8%
15.8%
特養希望者
64.6%
47.7%
41.0%
35.4%
※荒川区第７期高齢者プラン策定に向けたアンケート調査より

７月 日の昼下がり、通常のゲ
リラ豪雨の雨音とは違う何かをた
たきつけるような激しい音がした
ので、びっくりして外を見ました。
なんと大きいものではピンポン玉
のような氷の塊＝雹が猛烈な嵐の
ような風を伴って地面や建物、そ
して車などに容赦なくぶつかって
いました。雹は、何度か経験して
いますが、こんな激しいのは初め
てでした。巨大な雹を伴ったゲリ
ラ豪雨は、一瞬で通り過ぎていき
ましたが、やはり地球温暖化も影
響しているようです。俳句の季語
に「夕立」があり、なんとなく風
18

サービスを
本人に正
思うように
確な病状
利用できな
を伝えるの
い、サービ
が難しい
スが不足

32.3%

24.5%

11.0%

3.3%

6.6%

12.1%

30.8%
24.6%
48.7%

53.8%
12.3%
37.4%

15.4%
26.3%
20.0%

２０１７年７月２３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 グリーンパール那
須リニューアル…など

情を感じる言葉ですが、「ゲリラ
豪雨」は？です。アメリカがパリ
協定から離脱という報もありまし
た。○○ファーストの名で自国の
利益を優先させ、地球環境など二
の次三の次では済まされない事態
が進んでいるのです。（横山幸次）

※８月の定例法
律相談はお休み
にします。
（お急ぎの方は
ご連絡下さい）
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

厚生労働省が発表した国民生
活基礎調査によると２０１５年
時点での子どもの貧困率は、
・９％（７人に１人）で過去最
悪の前回から２・４ポイント下
がり、 年ぶりの改善。一方ひ
とり親家庭の貧困率は ％を超
える厳しい状況。いずれの指標
も主要先進国の中で高い水準で
あり、深刻な事態は変わってい
ません。厚労省は「雇用状況が
良くなり、子育て世帯の所得の
増加が 主な 要因」と
言って います。し か
し年収 ２０ ０万円 以
下のワーキングプ ア
は増え 続け 、実質 賃

金も下がり続けたことを考える
と実態はより深刻なようです。
非正規雇用で仕事を掛け持ちし
ている母親は多く、所得は増え
ても子どもの養育にかける時間
が減っている人も少 な くあり ま
せん。ひとり親世帯に支給する
児童扶養手当が昨年引き上げら
れましたが、対象は第２子以降
で加算額も少額です。
地方自治体・荒川区で何んが
できるのか？子育て世帯への支
援とともに、給付型奨学金制度
や学校給食無償化など子ども自
身への教育や生活支援を含めた
総合的な対策が必要になってい
るのではないでしょうか。

荒川区における主な子ども
の貧困対策…

主な対策は、①子ども家庭支
援センター相 談体制強化② 学習
支援事業③家庭相談事業④タブ
レットＰＣを活用した学校教育
の充実⑤若年者就労支援の拡充
⑥養育支援訪問事業⑦全小中学
校で補充学習の実施⑧地域力を
活かした子どもの居場所づくり
…など。
年額６億円のタブレットＰＣ
が子どもの貧困対策にどういっ
た効果があっ たのか検証は なさ
れていません。ほんとうに必要
な対策は何か。義務教育での学
校給食や学用品無償化など経済
的給付や給付型奨学金はじめ直
接子どもへの支援策の具体化が
必要です。

「アベノミクス」なる経 迷の引き金を引いた消費税
済政策の実態を語る一つの ８％増税があります。結果
データがあります。それは、 所得税も減少です。経済で
２０１６年度の政府税収が も安倍政治はノーです。
前年比で減少するこ
とが確実になったこ
とです。財務省発表
の 年度政府一般会
計税収が 兆５千万
円、前年の 兆３千
万円から０・８兆円
減少。所得税、法人
税、消費税のすべて
で減収。とりわけ法
人税の減収が顕著で
す。大もとに消費低
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先日、区議会福祉・区民生 与して運営。旅行業者のサイ
活委員会で、リニューアル後 トでは、いずれも☆４以上と
のグリーンパール那須を視察 好評。しかし区民の利用者は、
年々減少し全体の３分の一近
しました。
以前お知らせしましたが、 くです。リニューアルを機に
和 室 の 場 合 、 汚 か っ た 畳 だ け 区 民 保 養 所 本来 の 役 割 を 果 た
でなく、壁・天井も作り替え、 すための対策が必要です。
テーブルなどの備品もすべて
区民優先枠を から５
新調されていました。お風呂 ～８に削減…問題です
は、岩はなくなりましたが、
洗い 場含 めて た い へんき れ い
に明るくなっていました。ま
た、各部屋の洗面台も新しく
なり瞬間湯沸かし器などの備
えられていました。
（左写真参照）
この施設は、区の土地施設
を浅草ビューホテルに無償貸
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ところが、リニューアルを
契機 に 区 は ビ ュ ー ホテ ルと の
交渉で経営を優先してそれま
での区民優先枠 を５～８に
削減しました。しかもこの決
定は、議会に一切報告してい
ませんでした。区民保養所と
して区民の利益と利便性優先
の立場で区がビューホテル側
とも再交渉すること
が求められます。

この上下は、障害者対応の部屋
で大変使いやすくなっています
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