具・陳列棚・事務用空調・ファークリフトなど)
全業種

集客力向上補助

ル出店費用など)
小売業・サービス業等

1 0 0 万円

3 0 0 万円

2 0 万円

6 0 万円

5 万円

1 5 万円

2 0 万円以上の環境整備(トイレ・更衣室・託児施設など)

自らネット販売を構築する経費(ＥＣサイト費用ＥＣモー

IC T 販売力強化補助

一般限度額 特例限度額

5 万円以上2 0 万円未満の備品(レジスター・簡易照明・
ショーケース・食品サンプル・エアコンなど)

※「一般」は4つのメニューを併用することができ、合計限度額100万円の範囲まで利用可能です。

区内の製造業
製造業
２０１７年調査 １，０３０社
２０１３年調査 １，５３２社

件数
対象経費
93件 257,531,885円
合計
件数
対象経費
19件 300,700,281円

№ ７０３
２０１８年７月２２日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６
arajcp@tcn-catv.ne.jp
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すく区内経済への波及効果をアッ
プさせるための改善が必要です︒

町屋２丁目の尾竹橋通りから一
本入った道沿いに私立認可保育園
用地があり︑すでに基礎工事が始
まっています︒周囲は︑民家に囲
まれ前面道路も狭いため送り迎え
の自転車置き場確保や二方向避難
路など安全対策は︑極めて重要で
す︒また園庭はないので︑代替え
の公園などを使うことになるでしょ
う︒近くの公園では︑町屋２丁目
児童遊園やその途中にある昔の防
災広場を拡張してつくった公園が
あります︒近くに私立認可園﹁うぃ

☆上は、町屋２丁目児童遊園
（通称くすのき山公園）…

区政報告
ニュース

補助金額
66,817,000円

当面①区内事業継続 年間以
上を５年以上に改善②区内事業

西日本豪雨での救援、復旧が取り組まれ
ています。その際大きな役割を担うのが建
設業者。重機などの操作も含めた技能者も
欠かせません。しかし区内の建設業者は、
大きく減少しています（左下表）。また低
賃金できつい仕事であり専門技能を持った
従事者も減少。そのため区の契約工事も暮
荒川区の建設業者 らせる賃金を保障
事業所 し、区内企業育成
2017年
683 につながる「公契
2012年
825 約条例」の制定が
2004年
954 急がれます。

補助金額
57,849,000円

ります︒

２０１７年度 区内外発注別の
「設備投資補助」の実績
対象経費・補助金額
件数 補助実行額
区内
2014年度 84件
40,051千円
件数
対象経費
補助金額
2015年度 97件
45,726千円
14件
43,168,396円
8,968,000円
2016年度 95件
79,526千円
区外
2017年度 107件
66,817千円

昨年荒川区が行った﹁荒川区

補助対象経費(一般4分の１補助・特例3分の１補助)
2 0 万円以上の設備(製造装置・機械・印刷機・厨房器

設備補助
女性活躍整備補助

モノづくりセンサス﹂調査では︑ そこで区内の大半を占める小 者を使っての設備投資について
区内製造業が５年間に３分の１ 規模事業所への支援策の在り方 補助額の引き上げを行う⁝など
減少︵左下表︶しています︒ま が問われます︒
求めています︒
た︑製造業の３割がすでに廃止
事業や技術継承への支援策が
これから頑張ろうという若い
・精算予定︒その背景に経営者 必要ですが︑当面注目されるの 事業者への支援にもつながりま
の高齢化や小規模企業の経営環 が小規模事業者経営力強化支援 す︒また︑補助額に対して５倍
境︵消費不況など︶の悪化があ ︵以下﹁設備投資補助﹂︶です︒ 近い仕事が新たに生まれていま
共産党区議団と す︒しかし区内企業を使っての
しても提案し実 設備投資は２割程度でありほと
現したもので︑ んどが区外です︒区内企業育成
実施以来大きな の視点も入れた制度の拡充が必
成果をあげてい 要です︒区も﹁生産性向上﹂も
ます︵上表参照︶︒ 視野に改善を検討するとしてい
さらに使いや ます︒ご意見をお寄せください︒

小規模事業者経営力強化支援事業

☆横山区議事務所
荒川区町屋５−３−５
℡３８９５−０５０４
Ｅメールアドレス
kouji.office@gmail.com
町屋事務所のメールアド
レスを変更しました。
kouji.office@gmail.com
です…

裏面 震災・災害に対
する地域の備え…など

ず町屋保育園﹂があり一緒に使う
ことになるようです︒区として遊
具や幼児用のトイレ︑日よけなど
の整備も必要です︒施設によって
子どもたちの保育環境に格差があっ
てはなりません︒ ︵横山幸次︶

※8月の法律相談
はお休みします
次回は９月３日
(お急ぎの場合ご連絡下さい)
弁護士と横山区議が相談をお受けし
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

国︑地方を問わず︑西日本豪
雨の救援と復旧への支援に全力
を挙げることは︑政治の緊急の
仕事です︒
同時に︑多大な犠牲を伴った
今回の災害から何を学び︑住民
の命と暮らしをどう守るのかが
政治には問われているのです︒

情報伝達は大丈夫か！

共産党区議団は︑この提案を繰
り返しおこなってきました︒
また︑住宅耐震化や木造密集
ます︒荒川区では︑豪雨でなく 地域の整備とともに︑食料や水
ても防災行政無線の放送が﹁聞 の備蓄︑上下水道の耐震化など
こえない﹂という苦情がいつも が急がれます︒
寄せられます︒抜本策として各
特に生活関連のインフラが絶
ご家庭に防災行政無線の戸別受 たれないための対策は行政の大
信機を配布することも緊急に検 きな仕事になります︒
討すべきで
例えば︑２０１６年度の荒川
す ︵ 左 上 ︶︒ 区の水道管の耐震化率は︑ ％
で１年間に ２％の増 加です ︒
﹁国土強靭化﹂というならこう
したところにこそ予算を振り向
けるべきです︒みなさんのご意
見をお寄せください︒

７月から資源回収品目

医療費の窓口負担のヨー
ロッパ先進４か国比較で
す︒日本のように３割も
とるような国はありませ
ん︒どの国も﹁高齢化社
会﹂の現実は同じ︒日本
では保険料もきわめて高
く︑国保は世帯所得の約
１割を超える事態です︒
安倍政権は︑今後 歳以
上高齢者の窓口２割負担
を狙っています︒その背
景には根深い﹁自己責任
︵自助︶﹂論があります︒
健康と命を守る・憲法
条を生かすための政治の
在り方が問われています︒
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今回の豪雨︑特にダムの緊急
放流の情報が伝わらず︑助かる
命も助からない痛ましい事態も
ありました︒
報道によると豪
雨のため防災行政
無線が音声が聞こ
えなかったといい

☆いつもは静か
に流れる荒川で
すが︑西日本豪
雨と同じ雨量に
なると⁝！

に白色トレイだけでなく
有色トレイが加わってい
ます。ところが区のホー
ムページにはどこにも記
述がありません。所管課
に問い合わせると「現在
町会に説明に入っている」
「ホームページ掲載はこ
れから」とのことでした。
資源回収を進めることは
大事で、分別回収の拡大
は必要です。同時に過剰
包装などで「ごみ」を大
量に排出し最後は、自治
体＝住民の負担で処理す
る仕組み事態が問題です。

75

41

今回と同規模の豪雨が将来、東京
を襲ったらどうなるのでしょうか。
東京 都は 、① 過去 最大 規 模の 台 風
（室戸台風級）を想定②東京港に最
大の高潮を発生させる台風の経路設
定③高潮と同時に河川での洪水を考
慮など最悪の事態を想定した、都が
作成したシミュレーションによると、
浸水想定地域には昼間に395万人が生
活、想定される最大の浸水の深さは1
0メートルで、23区のうち17区が浸水
想定区。17区のうち、墨田区の99％、
葛飾区の98％をはじめ荒川区と足立
区も5割以上が浸水するとしています。
ちなみに荒川区は、３ｍ〜５ｍの予
測です。豪雨が東京直撃だったら「死者7400人、被害総額64兆円」と
専門家が試算しています。
地震とともに水害への備えも必要です。対応は、高台・高所への避
難、食料水等の備蓄（1階はダメ）などチェックしておくべきです。区
が出した水害ハザードマップやスマートフォンアプリの活用なども行っ
てみてはいかがでしょうか。

