４月からの認可保育園 入
園希望状況は︑区のホー ム
ページにも掲載されてい ま
す︒
その様子を見ると︑申 込
数は昨年に比べて総数で
名減ですが︑地域別・年 令
別で み る と ︑東
尾久 ０ ・ １ ・２
才児 ・ 西 尾 久１
・２ 才 児 ・ 東日
暮里 １ ・ ２ 才児
・西 日 暮 里 １才
児が な か な かき
びしい状況です︒
落ち 着 い て きた
と言 わ れ る 南千
69

60

7

尽くします︒

裏面 介護保険料値上げ
提案、２月区議会…など

生活相談は、随時受け付け
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

先日私が委員長を務める区議 ﹁素通りしないで ﹂﹁見ない
会の観光文化推進調査特別委員 と損ぜよ ﹂﹁イタビ 歳︑脂
会で板橋美術館︵区立︶を視察︒ のってます︒﹂﹁来て 見て
この美術館は︑１９７９年 区 ニッコリ﹂﹁入っても︑すごい
で一番早くつくられました︒歴 んです︒﹂⁝思わず笑ってしま
史があるというだけでなく︑と います︒聞くと池袋モンパルナ
てもユニークな美術館です︒ま スとの連携などもあり︑有名美
ず美術館の入り口わきに﹁永遠 術館の﹁隙間﹂を狙った企画を
の穴場﹂の幟がはためいていま 学芸員など中心に考えているよ
した︒聞くと毎年職員で話し合っ うです︒その在り方がなんとも
て決めるようです︒ちなみに以 自由な雰囲気です︒絵本原画展
前のものを並べると﹁隠れ家系 なども行い︑そのときは中学生
美術館 ﹂﹁不 便でゴメ ン﹂ の作品展︒文化施設は箱だけで
なくそのにいる人がその価値を
決めることを実感︒︵横山幸次︶

午後６時〜８時
横山区議事務所

!!

!!
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№ ６８２

住でも 才児が募集 枠での
不足数は となっています︒
町屋地域ですが︑１ ・２才
児で不足数が出ています︒
この間︑うぃず南千住
︵ 南 ５丁 目 銭 湯 跡 名 ︶ ま
なびの森︵荒 丁目京成ガー
ド下 名︶あいあい︵西日
丁目宮地ロータリ ーすき
屋２階 名︶キッズあおぞ
ら︵荒 丁目サイゼ リア２
階定員 名拡大︶など募集
枠増や申込数の減も ありま
した︒しかし区は︑ 希望の
認可保育園に入園で きない
不承諾者数は︑２３ ０名程
度と予想しています︒
︵※２０１７年は４ ２０︑
２０１６年は４０６︶
今後育休延長︑保 育ママ
や認証保育所の利用 などが
あっても︑待機児が 出るこ
とになりそうです︒ 待機児
1

解消と０才児の保育 時間延
長や保育の質の確保 に力を

申込総数と【募集枠総数】
0才
1才
2才
3才
4才
5才
合計
2018年4月 446【420】 631【491】 230【166】 169【192】 13【103】 10【201】 1499【1573】
2017年4月 453【385】 668【447】 227【144】 201【156】 12【146】
7【90】 1568【1368】
2016年4月 446【354】 637【422】 205【142】 112【138】 35【63】
10【103】 1445【1222】

２０１８年２月４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。

基準額に対する割合 構成割合
６期→７期
【６期】

改正前

29,422円
(2,452円)

27,895円
(2,322円)

変更なし

50,232円
(4,186円)

47,564円
(3,964円)

変更なし

世帯全員が区民税非課税で第１段階・第２段階
以外の者

53,820円
(4,485円)

50,961円
(4,247円)

変更なし

本人が区民税非課税で 世帯に区民税課税者が
第４段階 いる場合で、本人の前年の課税年金収入と合計
所得金額の合計が80万円以下の者

60,996円
(5,083円)

57,756円
(4,813円)

変更なし

本人が区民税非課税で 世帯に区民税課税者が
第５段階
いる場合で、第４段階以外の者

71,760円
(5,980円)

67,948円
(5,662円)

変更なし

本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円未満の者

78,936円
(6,578円)

74,743円
(6,229円)

変更なし

本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円以上200万円未満の者

93,288円
(7,774円)

88,332円
(7,361円)

変更なし

本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
200万円以上350万円未満の者

111,228円 101,922円
(9,269円) (8,494円)

→1.55

第９段階

本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
350万円以上500万円未満の者

132,756円 122,306円
(11,063円) (11,063円)

→1.85

第10段階

本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
500万円以上750万円未満の者

161,460円 149,486円
(13,455円) (12,457円)

→2.25

第11段階

本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
750万円以上1,000万円未満の者

197,340円) 183,460円
(16,445円 (15,288円)

→2.75

第12段階

本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
1,000万円以上1,500万円未満の者

229,632円 210,639円
(19,136円) (17,553円)

→3.20

本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
1,500万円以上2,000万円未満の者

236,808円 214,036円
(19,734円) (17,836円)

→3.30

第14段階

本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
2,000万円以上3,000万円未満の者

243,984円 217,434円
(20,332円) (18,120円)

→3.40

第15段階

本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が
3,000万円以上の者

251,160円 217,434円
(20,930円) (18,120円)

対象者

･生活保護受給者
･老齢福祉年金受給者で世帯全員が区民税非課
第１段階 税
･世帯全員が区民税非課税で、本人の課税年金
収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の
者
世帯全員が区民税非課税で 、本人の課税年金
第２段階 収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の
者
第３段階

第６段階

第７段階

第８段階

第13段階

0.41

0.70

0.75

0.85

1.00

1.10

1.30

1.50

1.80

2.20

2.70

3.10

3.15

3.20

新設
3.50

24.5%

6.7%

6.9%

65

22

23 65
13.1%

9.9%

12.4%

11.0%

8.9%

2.8%

1.7%

0.7%

0.7%

0.3%

0.5%

ー

％など保険料引上げの要因とし
ています︒高齢化と介護認定増
か︑介護サービスの増大などで
必要な予算は自然増となり︑保
険料に跳ね返っています︒
問題の解決には︑国の財政負
担の抜本的拡充がどうしても必
要です︒同時に区の一般財源を
使って︑保険料軽減対策を思い
切ってやることの決断も求めた
いと思います︒誰もが住み続け
るためにも必要な課題です︒

改正後

所得段階

２０１８年度から向こう３年
間の荒川区の介護保険サービス
の総量と介護保険料の見直し案
が示されました︒
歳以上の標準保険料︵第５
段階︶は︑年額６７︐９４８円
↓７１︐７６０円で３︐８１２
円︑５・６％の引上げ案です︒
①要介護認定者の増②介護職
員の処遇改善③消費税増税引上
げの影響 ④介護報酬改定⑤
才以上の負担割合が ％から

第７期・介護保険料

区の介護保険料の軽減制度
介護保険料が第2段階または第3段階の方で、
①世帯の前年の収入が120万円以下(2人以上の
場合は1人増えるごとに50万円を加算）
②世帯の預(貯)金額の合計が上記の2分の1以下
③介護保険料を滞納していないこと
の場合は第１段階の保険料に減額します。
☆介護保険課資格保険料係
3802-3111（内線2441）

※各段階の（）内は月額の介護保険料

ＯＥＣＤによると ︑主
要 ７カ国のうち実質 賃金
︵ 通貨ベース︶が２ ００
０ 年よりも低いのは 日本
だ けです︒他の国で は１
５年間で賃金が１．５倍
ほどに増えているのに対
して︑日本だけが２００
０年初期よりも賃金が低
下しています︒
その一方で大企業の内

区議会が２月15日〜３月15日まで開会。新年度予算の
審議を行う予算特別委員会などが開かれます。新年度予
算は９９５億円（前年度比４.６％増）とスポセン、荒川
遊園のリニューアルなどで大型予算になっています。
介護保険料・国保料などの値上げ条例や保育料の最高
階層の上乗せ条例も提案されます。共産党区議団は、区
民生活第一でさまざまな提案も行います。

部留保は右肩上がりです︒
安倍 政権が最近﹁ア ベ
ノミク ス﹂使わなくな っ
たよう にすでにその経 済
政策の破綻は明白です︒

２月15日(木)10時〜 本会議 小島議員（共）が代表質問
20日(火)10時〜 本会議 一般質問・安部議員（共）
21日(水)10時〜 総務企画委員会、福祉区民委員会
22日(金)10時〜 文教子育て委員会、建設環境委員会
26日(月)28日（水）10時〜15時 予算特別委員会
３月１日(木)５日（月）６日(火)８日（木）９日（金）
12日（月）10時〜15時 予算特別委員会
14日(水)10時〜 幹事長会 11時〜議運委員会
15日(木)10時〜 本会議

