7月31日の緊急申し入れ

帯・障害者世帯︑就学前の子ど
ものいる世帯などにエアコンな
どの設置費用上限５万円補助の
緊急実施を発表︵下参照︶︒区
の素早い対応を評価します︒
同時に︑購入後の助成のため
５万円以上の手持ち金が必要︑
エアコン価格が助成上限５万円
を超え自己負担が生じあきらめ
る方が出るのではなど懸念も聞
こえてきました︒
①購入予定見積もり書等での事前助
成や助成金貸付などを行う。
②助成額を実態に合わせて引き上げ。
③分割払い購入についても助成を認
め、助成の方法の検討。
④生活保護世帯も利用しやすい助成。
⑤購入から取付までの時間を極力短
く出来るように、地元業者への協力
をお願いする。
⑥地元業者一覧表などを作成し、地
域の仕事づくりにも寄与できるよう
体制を強化する。
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（２）

区分

☆家具転倒 防止・
落 下防止器具

負担も少なくできます︒また︑
特例世帯には︑簡易型感震ブレー
カー及び自動点灯ライトを無料
配付します︵現在受付中︶︒
地震火災の６割以上が停電後
の通電によるものです︒ご家族
の安全とともに地域全体の火災
防止にも効果的です︒

①家具類の転倒・落下防止器具
設置工事費
（１）
補助率
上限
一般世帯
１／２
１万円
特例世帯 １０／１０
２万円
②家具類の転倒・落下防止器具
購入費（工事不要タイプ）
（２）
補助率
上限
一般世帯
１／２
５千円
特例世帯 １０／１０
１万円
※特例世帯
①６５歳以上のみ世帯
②心身障害者手帳所持者、要介護４以
上いる世帯
③世帯全員住民税非課税世帯

熱中症対策とともに︑大地震
への備え︑特に屋内安全対策に
ついて各ご家庭で総点検を行っ
てはいかがでしょうか︒
住宅耐震化は︑すぐにはでき
ませんが︑家具転倒防止︑そし
て火災を防ぐ感震ブレーカーの
設置は︑区の補助事業を使えば
屋内 安全対策器具 設置助成制度
各区 分の（１）（２）のどち らか1回
区分 ☆感震ブレ ーカー等

そのため７月 日︑使い
やすく 効果 的な運 用に 向け
担当の 福祉 部など に再 度申
し入れました︵上囲み︶︒
その中で区から
①分割払いの契約書と初回支
払い領収書があれば上限５万
円を振り込む︒
②アパートも家主の了解があ
れば設置可能︒
③エアコンがあっても︑壊れて
使えない場合は区職員が訪問︑
エアコンの利用不可が確認でき
れば助成対象︒
④地元の業者等にチラシも配
布し︑助成制度の周知を行う︒
⑤実施の中で︑問題が出てく
れば個別にも対応する︒⁝な
どを確認しました︒

（１）

①感震ブレーカー等設置工事
補助率
上限
一般世帯
１／２
６万円
特例世帯
５／６
１０万円
②感震ブレーカー等器具購入費
（工事不要タイプ）
補助率
上限
一般世帯
１／２
５千円
特例世帯 １０／１０
１万円
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﹁天災は忘れた頃にやってく 第一級の課題です︒日ごろの備
る﹂は物理学者・寺田寅彦の警 えが大事︒しかし今般の安倍政
句とも言われています︒ところ 権の対応は︑首をかしげること
が今年は︑忘れる間もなく大阪 ばかり︒西日本豪雨が目前に迫
北部地震︑西日本の記録的豪雨︑ る中で﹁赤坂自民亭﹂と称する
台風そして﹁一つの災害﹂とい 酒宴︑延長国会も防災所管国土
われる異常な猛暑︒古来日本列 交通大臣はカジノ法強行にまっ
島は︑災害列島と呼ばれ︑最近 しぐら︒政権の目玉﹁国土強靭
では地震や火山など活動期です︒ 化﹂って何だったのか？やはり
また地球温暖化も要因とされる 政治の良し悪しが国民の命に直
豪雨や猛暑︒災害対策は政治の 結します︒心して向き合います︒

31日、福祉部長に申し入れ

７月︑ 区で熱中症による死
者が 人︑昨年の４倍︒気象庁
はこの猛暑を﹁災害﹂と発表︒
こうした中︑日本共産党区議
団は︑７月 日︑熱中症緊急対
策として①生活保護・低所得世
帯などにエアコン設置・貸与の
支援②電気代補助など西川区長
に申し入れました︒
区は︑翌 日︑高齢者のみ世
76
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小規模事業者経営力強化支援事業

60 万円
5 万円

15 万円
※「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。
※特例＝①事業継承を5年以内に予定または実施後5年以内②1年以内に第二創業を予定③経営革新計画の承認
を受け、計画に沿った設備等を導入する
サービス業等 明・ショーケース・食品サンプル・エアコンなど)

10

７月５日の区議会本会議で︑
荒川区手話言語条例が全会一致
で可決・成立︑ 区では２番目
の制定です︒荒川区聴覚障害者
協会のみなさんはじめ多くの傍
聴もあり喜びいっぱいでした︒
共産党区議団は︑条例賛成討
論で手話言語が音声言語と対等
な言語である︑手話がろう者の
生きる力であ
り︑手話の理
解及び普及を
すすめる施策
の具体化を求
めました︒
区は①遠隔
手話通訳サー
ビス・電話代
行サービス②
簡単な日常手
23

昨年荒川区が行った﹁荒川区 し実現したもので︑実施以来利
モノづくりセンサス﹂調査では︑ 用実績が増加しています︵左上
区内製造業が５年間に３分の１ 表参照︶︒さらに使いやすく区
減少︵左下表︶しています︒ま 内経済への波及効果を拡大する
た︑製造業の３割がすでに廃止 ための改善が必要です︒
・精算予定︒背景に経営者の高
そのため共産党区議団は︑①
齢化や消費不況など経営環境の 事業継続 年間以上を５年に改
悪化があるようです︒
善②区内事業者を使った設備投
そこで区内の大半を占め地域 資は特例並みの補助に引き上げ
経済の主役・小規模事業所への を行う⁝など求めています︒
支援策の在り方が問われます︒
これは︑これから頑張ろうと
事業や技術継承支援策が必要 いう若い事業者への支援にもつ
ですが︑注目されるのが区が実 ながります︒また補助額に対し
施する小規模事業者経営力強化
支援︵以下﹁設備投資補助﹂︶ ︒
これは︑共産党区議団も提案

製造業
２０１７年調査 １，０３０社
２０１３年調査 １，５３２社

「設備投資補助」の実績
件数 補助実行額
2014年度
84件 40,051千円
2015年度
97件 45,726千円
2016年度
95件 79,526千円
2017年度 107件 66,817千円

区内の製造業

2 0 万円
5 万円以上2 0 万円未満の備品(レジスター・簡易照
小売業

集客力向上

ネット販売を構築経費
IC T 販売力強化

1 0 0 万円 3 00 万円
具・陳列棚・事務用空調・ファークリフトなど)
2 0 万円以上の環境整備(トイレ更衣室託児施設など)
全業種
女性活躍整備

一般限度額 特例限度額

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

て５ 倍近
い仕 事が
新た に生
まれ てい
ます ︒し
かし 区内
企業を使っ
ての 設備
投資 は２
割程 度で
す︒ 区内
企業育成の視点も入れた制度の
拡充が必要です︒区も﹁生産性
の向上﹂も視野に入れ︑事業継
続年数の見直しなど検討を行う
と答弁しています︒

話修得の講習会③事業者向けの
手話通訳者無料派遣事業④理解
促進など実施する計画です︒
同時に共産党区議団は︑次の
実現を求めてきました︒
▽区役所各窓口に手話推進委員
▽遠隔手話通訳・筆談・音声認識
機能のタブレット全窓口へ
▽図書館に手話特設コーナー
▽店舗︑事業所︑病院などに筆談
ボードや筆談ポイントガイド配布
▽コミュニケーションボードを町会
マンション等にも配布
▽中途失聴者への支援強化⁝など
こうした施策実現は︑全ての
区民にとって住みやすい地域社
会︑多様性な生き方が尊重され
る共生社会づくりの第一歩とな
ります︒ぜひ実現に力を尽くし
たいと思います︒

◎私たちは住民のくらしと命を守るネットワークを
もっています…いつでもご相談を

「定例法律相談」は月一回開催。くらし、子育て、医
療、介護、雇用、税金など、国会、都議会の共産党議員
団や各分野の専門家とも連携し、ごいっしょに解決のた
めに力をつくします。

民間のブロック塀の総点検を行政
として本気で取り組むべきです︒
ブロック塀の倒壊が通行人への被
害だけでなく︑災害時の交通の障
害になります︒住宅耐震化とも共
通する公的な性格を持つという問
題意識が重要です︒
横山幸次

☆定例法律相談
毎月第１月曜･午後６時から８時
横山幸次区議事務所
☆次回は９月３日（日）です

大阪北部地震以来︑学校等のブ
ロック塀の安全対策が大きな課題
となってきました︒区は︑当面五
峡小など５校のプール脇ブロック
塀を ８月 １日 現在 です べて 撤去
︵左下写真︶︒今後夏の水泳指導
なども考慮し代替えフェンスを遅
くとも９月下旬まで設置するよう
です︒その間シートなど設置し子
ども の安全 確保お こな うよう
です ︒また 五中な どに ある問
題の ブロッ ク塀に つい ては︑
改修 方法な ど検討 中で 早期改
修を めざす として いま す︒い
ずれ にして も早期 改善 が求め
られます︒
同 時に︑ 地震な ど考 えると

２０１７年度 区内外発注別の
対象経費・補助金額
区内
件数
対象経費
補助金額
14件 43,168,396円
8,968,000円
区外
件数
対象経費
補助金額
93件 257,531,885円 57,849,000円
合計
件数
対象経費
補助金額
107件 300,700,281円 66,817,000円

