荒川区は、２０１８年度から
年度までの６年間の「障がい
者総合プラン」と向こう３年間
の「障がい福祉計画、障がい児
福祉計画」の素案を発表。 月
日までパブリックコメントを
実施しています（区のホームペー
ジ、障害者福祉課などで）。
長く障害者・児福祉施策は、
家族介護を前提にしてきました
が、必要な支援を受けながら障
害者がのぞむ場で暮らせるため
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障害者通所施設等への給食提供加算の廃止に反対
し、充実を求める緊急申し入れ
荒川区長西川 太一郎 殿
2017年12月12日
厚生労働省は、2018年度障害福祉サービス等報酬改
定の検討作業のなかで障害者通所施設（一人当たり300
円/日）や短期入所施設（一人当たり480円/日）などの
食事提供加算の経過措置ついて廃止を検討しています。
利用者の負担増や事業者の運営に多大な影響を与える
もので、関係者から一斉に加算の継続を求める声が上
がっています。
障害者自立支援法施行（2006年４月）で利用料の原
則１割負担が強いられ、利用回数を減らさざるを得な
い事態も生じており、さらに、生きていくためのサー
ビスや就労支援を損なうことになります。
区として政府に対して、緊急に加算継続とともに実
態に合った、給食等への補助を実現するように働きか
けることを求めます。
合わせて、区としての支援の検討を強く要請します。
日本共産党荒川区議会議員団

の基盤の整備が必要です。その
ため素案では、グループホーム
の整備をあげています。しかし
バリフリー対応の公的住宅の整
備などは計画にありません。ま
た、社会の側の障壁をなくすた
めに障害者差別解消法に基づく
具体化を区民全体に広げていく
取り組みも、より一層強化・推
進すべき課題です。共生社会実
現に向けて、みなさんのご意見
をぜひお寄せください。

共産党区議団は、国が障害者通所施設の給食費人件
費加算の廃止を検討していることに対し、区長への緊
急申し入れをおこないました。（以下全文）

区政報告
ニュース

№ ６７８

障害者自立支援法違憲訴訟団と国が結んだ
「基本合意」に立ち返るべきです
２００６年施行の自立支援法は、障害者サービスを「益」
として原則１割の「応益負担」を強いる悪法。障害が重い人
ほど負担が重くなり、障害者ら７１人が違憲訴訟を提起。最
終的に国と和解した「基本合意」は、自立支援法が「障害者、
家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、
障害者の人間としての尊厳を深く傷つけた」として国が「反
省」し、同法の廃止を明記。新法制定では「障害福祉施策の
充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援す
る」など障害者の権利を保障する障害者権利条約の理念に沿っ
たものにするなど国の障害者政策の羅針盤とすべき内容です。

２０１７年１２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。

区議会でも受動喫煙防止について
様々な議論が交わせてきました。そ
の中でも、不特定の方が利用する公
共的空間での受動喫煙の防止対策を
どうするかは、緊急性が求められて
います。
そんな折り、地域の方から「公園
から灰皿を撤去してほしい」「児童
遊園は禁煙にしてほしい」などの声
が届けられました。区立
の児童遊園は、当然禁煙
となっています。しかし
「禁煙」であること、
「子どもの受動喫煙」に
ついての警告表示などは
いっさいありません。ま
た、区立公園で灰皿が未

裏面 新法施行と民泊問
題について…など

新年は…

１月15日(月)

だ設置してあるのは、区役所前の荒
川公園、自然公園、西日暮里公園、
日暮里公園、西尾久４丁目公園の５
カ所です。公園課は撤去したいとの
話ですが、庁内の調整が鍵のようで
す。しかし児童遊園の「禁煙表示」
はすぐにでもできるはずです。区の
受動喫煙への認識と対応が問われて
います。
（横山幸次）

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

住宅宿泊事業法（民泊新法） 国土交通省は、事前にマンショ
が、来年６月から施行されます。 ンの管理規約や決議などで民泊
町屋駅から大きなキャリーバッ 利用を許可するか、禁止するか
クを引きながら４丁目当たりの 明確化することを勧めています 。
民泊の届け出なしで違法営業
住宅地に消えていく外国人を目
にすることも珍しくありません。 の横行も心配です。また宿泊者
もちろん正規の宿泊施設などな の本人確認・旅券確認も義務付
い地域です。区内では、これま けられますが、どうやって確認
でもアパートの一室や一軒まる するのかなど問題も多くありそ
ごと観光客などが宿泊している うです。適法でない民泊につい
ケースも見受けます。宿泊料を ては、旅館業法による調査対象
とって営業する場合は、旅館業 になりますが、いまでも調査・
法の許可が必要です。許可がな 指導した約１万件中、半分以上
ければ、当然違法営業です。今 は連絡が取れないといいます。
騒音や習慣の違いなどから近
回の民泊新法は、これを合法化
するものです。ただし、民泊事 隣とのトラブルも心配ですが、
業者・施設の届け出やそれを示 すでに荒川区にも相談がきてい
す標識などを見えるところに掲 ます。大田区は住宅専用地域な
示しなければなりません。また、 ど全面禁止、新宿区は、平日の
住宅の貸出は年間１８０日未満 営業を規制する条例を制定。や
に限定されました。そのため、 はり自治体としての一定のルー
営業を続けるためには、旅館業 ルが必要になります。
法の許可を取るか、賃貸住宅に
戻した方が良いか、住宅所有者
も検討を迫られそうです。
またマンションの一室を使う
ことへの懸念も広がっています。

☆このうち大田区、新宿区は、すでに
条例を制定。あとは検討中。

国は、「分譲マンションにおける住宅宿泊事業（民
泊）のトラブル防止に、あらかじめ管理組合で、住宅
宿泊事業を「許容」、あるいは「許容しない」を管理
規約上明確化することをすすめています。「国土交通
省マンション標準管理規約、長期修繕計画作成ガイド
ライン他」をご覧下さい。（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/ho
use/jutakukentiku_house_tk5_000052.html）

☆マンション管理無料相談（東京都マンション

管理士会城北支部）
12月12日（火）23日（土）、１月９日（火）27日（土）、
２月13日（火）24日（土）、３月13日（火）24日（土）
午前の部10時～12時 午後の部13時～16時30分
3987‐0229 予約不要
☆マンション管理無料電話相談
5829‐9774（30分以内、面談不可）
開催日時 月～金曜日 午後１時～４時（土日、祝
日、年末年始など除く）
東京都のポータルサイトもご利用できます

この数字は、大和総研が
調べたものを某テレビ局が
流したものです。
安倍政権が最大の売りに
してき た金融緩和
と増税、株価操作
を軸にした「アベ
ノミク ス」な り経
済政策が、庶民に
とって は災禍 その
もので あるこ とが
一層明 白にな って
います 。２０１１
年から今年にかけ
てサラリーマンの
手取りが大幅に減
少していることがよくわか
ります。家計が冷え込んだ
中で景気回復などありえま
せん。

荒川区の勤労者サービスセンターは、
合併で人件費が削減できる、会員増でス
ケールメリットもありサービス内容が向
上するなどとして、５年前に北区・豊島
区と合併「城北勤労者サービスセンター」
となりました。
本人弔慰金は会員年数で４段階になっ
ていたものが一律になり、会員年数の少
ない方は額が増えましたが、金婚祝い金
や入院見舞金などは荒川独自の時より下
がってしまいました。
今回、さらに杉並区も加わることにな
りました。給付事業は変わらないとして
いますが、全体
城北勤労者
サービスセンター
の見直しで会員
結婚祝い金
20,000円
の不利益がおこ 銀結祝い金
10,000円
10,000円
らないように注 金婚祝い金
出産祝い金
10,000円
意しなければな 義務教育入学祝い金
10,000円
りません。
成人祝い金
10,000円
7,000円
入院見舞金(１４日以上)
名称も城北か
15,000円
(30日以上)
ら東京広域に変
20,000円
(60日以上)
わることになり
30,000円
(90日以上)
100,000円
ますが、区内中 弔慰金（本人70才未満）
50,000円
（本人70才以上）
小事業者の福利
20,000円
（配偶者）
厚生への区の支
10,000円
（実親）
援のあり方が問
10,000円
（子）
われています。

勤労者サービスセンター
は中小企業で働く人のた
めの共済・福利厚生制度
です。
区からの補助金と会員
の会費で運営されていま
す。給付金・レジャー宿
泊ショップ・カルチャー
センター・フィットネス
クラブ等の割引などがあ
ります。
会員1人入会金200円
会費月額500円
荒川区営業所(区役所６階）
TEL 03-3806-7581
荒川区勤労者
サービスセンター

杉並区勤労者
サービスセンター

20,000円

10,000円

10,000円

10,000円

20,000円

20,000円

10,000円

10,000円

10,000円

5,000円

10,000円

5,000円

10,000円
20,000円

（14日以上） 5,000円

30,000円
50,000円
(70才以下)100,000円

～40,000円
(71才以上)50,000円

～20,000円

（会員20年以上） 100,000円
（会員10年以上） 80,000円

20,000円

（会員5年以上） 50,000円

10,000円

（会員5年未満） 20,000円

10,000円

（配偶者・子） 10,000円
（実親） 5,000円

