無視した介護サービスの取り上

生活援助サービスの1カ月利用回数が、
国が決めた基準（下表）を超えた場合、
そのケアプランを各自治体に提出するこ
とが義務化され、10月から始まっていま
す。必要があってもこの回数以上を抑制
することにもなりかねません。だれもが
安心して住み続けるためにも、必要な介
護を必要なだけ
提供するために、
この運用につい
てチェックして
いくことが求め
られます。

いま介護保険は﹁保険あって

介護なし﹂といった状況です︒︒ げを批判︑﹁総合事業﹂に移行
とりわけ２０１５年から要支援 後もそれまでと同じ在宅・通所
１︑２の軽度の方の在宅介護︑ 介護サービス提供を行うよう求
通所介護サービスを介護保険か め︑区も﹁サービス低下ない︑
ら外し︑各自治体の事業に移す これまでと同じ﹂との答弁を引
﹁介護予防・日常生活支援事業﹂ き出しました︒その後︑他自治
︵総合事業︶が行われました︒ 体でサービスの切り下げが行わ
その結果︑２０１７年度︑全 れる中︑荒川区では︑以前と同
国で介護サービス利用者が９万 じ在宅・通所介護サービスが実
６千人減っています︒
施されています︒︵下表︶
荒川区は︑制度導入以前から
しかし２０１５年と比べると︑
国の方針に沿ってモデル事業と 訪問介護が減少︑通所介護が増
して実施︑﹁介護サービス﹂か となっています︒要因の解明︑
らの卒業強要などが懸念されて 制度運用のチェックが必要です︒
いました︒日本共産
党区議団は︑毎回の
区議会で︑高齢者の
くらしの実態も示し︑
本人の状態や意思を

町屋地域包括支援センター

荒川区における介護予防・日常生活総合事業について
2014年５月（モデル事業）
2015年５月（総合事業へ移行）
2018年５月（総合事業４年目）
対象数
訪問介護 通所介護 対象数
訪問介護 通所介護 対象数
訪問介護 通所介護
要支援１ １，０６５人
１，１０７人
１，３５３人
５２０人
６２３人
６４７人
８６３人
４１２人
８７１人
要支援２ １，０５８人
１，１６４人
１，２６１人
（24．63％）
（29．35％）
（27．12％）
（36．17％）
（14．39％）
（30．41％）
サービス事業対象者
１１５人
２50人
合計
２，１２３人
２，３８６人
２，８６４人
※２０１５年から介護予防・日常生活総合事業へ正式移行。サービス事業対象者は、要介護認定以外で介護予防が必要
とされた人。２０１４年度は、荒川区でもモデル事業として実施。
※サービス事業対象者は、介護認定で自立と判断されたが総合事業のサービスが必要とされた方
今年の夏はほんとうに暑かった
ですね︒いまは︑秋から冬への季
節ですが︑やはりその移ろいは︑
自然の変化から見えてきます︒天
気予報だと北海道では︑ 月に入っ
ても全ての観測地点で初雪の観測
がされていないのは１９９０年以
来 年ぶりと︑今年の雪は記録的
に遅い訪れとなったようです︒よ
うやく 日になって初雪を観測︒
区役所控室から眺めると公園のイ
チョウなど少し色づいていますが︑
28
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まだまだこれからです︒道路をイ
チョウの落ち葉が埋めるのはいつ
になるのでしょうか︒米国カリフォ
ルニアでの山火事など温暖化の影
響も言われており︑季節をしっか
り見つめて︑自然が問いかけてい
る﹁言葉﹂受け止め行動する時だ
と思います︒
︵横山幸次︶

☆下は、今の区役所前の様子。上は、
昨年のイチョウの落ち葉…。

区政報告
ニュース

№ ７１４
２０１８年１１月１８日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６
arajcp@tcn-catv.ne.jp

☆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 区が施設建設の増
額補正予算提出…など

1２ 月３ 日(月)
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。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

揃わないなどお知らせしまし
た︒今回区の報告では︑①資
材全般で価格高騰②既成コン
クリートや屋根・天井の木製
ルーバなど価格競争が働きに
く︑手間や資材ロスでコスト

（仮称）新尾久図書館
東尾久８丁目
工期 ２０２０年２月２８日
契約方法 区内企業１社を含む
JV…制限付き一般競争
予定価格 879,314,400円（税込）
建物概要
鉄骨造 一部鉄筋 地上２階
延床面積 ２，０９６㎡
入札経過等（９月６日）
４JV（建設共同企業体）が参加
４JVとも辞退

月 日から始まる荒川区
議会 月会議に︑入札が２回
とも不調に終わってしまった
日暮里活性化施設︑新尾久図
書館の２施設の契約価格を２
億４０００万円以上引き上げ

（仮称）日暮里活性化施設建設
東日暮里６丁目（繊維街）
工期 ２０２０年４月末
契約方法 単体企業又は２社で結
成のJV…制限付き一般競争
予定価格 779,209,200円（税込）
建物概要
鉄骨造 地上５階
延床面積 ２，０１５㎡
入札経過等（９月５日）
８社２JV（建設共同企業体）が参加
１社が予定価格超過、残り９は辞退

高になるなどとしています︒
これらは︑業者のヒヤリング
の内容ですが︑区としての独

２回目の不調に終わった入札結果

建築工事費
9億3766万円
（7億3200万円）
9億8632万円
（8億8000万円）

るための補正予算を提案しま
す︒最初の区の考えた予定価
格と比較すると︑３億円規模

2018年度補正予算額（債務負担行為含む）
補正予算額
竣工時期
2020年9月(5
日暮里活性化施設 １億５８４５万円
カ月遅れ)
2020年7月(5
新尾久図書館
８５４０万円
カ月遅れ)
※建築工事費の（ ）内は、第1回目の予定価格

も価格が引きあがることにな 自の検証や検討はないのでしょ
ります︒２回目が入札不調に うか︒区が︑予定価格の積算
なった時︑その理由について︑ を適正に行うノウハウを持っ
その時のニュースで区が各社 ているのか︑そのための技術
から聞き取った話として︑現 系職員は適切に配置されてい
場管理人な
るのかなどしっかり検証す
ど技術者が
べきです︒そうでないと︑
業者サイドの﹁言い値﹂に
なるのではないかとの懸念
もぬぐえません︒

☆上は、日暮里活性化施設完成
図、右は、現在の尾久図書館
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２０１８年版﹁過労死等防
止対策白書﹂を見ると︑自殺
者 数は ２０ １０ 年
以 降減 少し てい ま
す が︑ 勤務 問題 を
原 因・ 動機 の１ つ
と する 自殺 者の 割
合 は増 加し てい ま
す ︒ま た︑ 民法 上
の 個別 労働 紛争 で
の ﹁い じめ ︑嫌 が
ら せ﹂ の件 数は 増
え 続け てい ます ︒
職 場の ハラ スメ ン
ト が社 会問 題と し
て 顕在 化し てい る
こ とが ︑統 計上 も
は っき りし てい ま

被害件数 被害額

11
28

前年比

す︒こうした職場実態の根絶
が急がれます︒

34件 5,284万円 ‐4件 ‐5375万円
特 殊 詐 欺 特殊詐欺合計
オレオレ詐欺
19件 2,535万円 ‐7件 ‐7276万円
が あ と を 絶 内 架空請求詐欺
8件 1,690万円 +3件 ＋1561万円
5件
905万円 -2件 ＋186万円
ち ま せ ん 。 訳 還付金詐欺
融資保証詐欺
2件
154万円 +2件 ＋154万円
銀行のＡＴ
Ｍでお金を振り込むように誘導する詐欺の形は、銀行員の声
かけやＡＴＭに「詐欺ではありませんか」との表示などが徹
底したので、今度はカード(暗証番号を聞き出す)や通帳を直
接受けてお金を引き出す。また現金で持って行く手口が増え
ているようです。ご注意ください。
荒川区は電話自動通話録音機を65才以上の世帯に無償貸与
しています。9月末現在で3,665台(設置率は9.64％で23区1位)
設置世帯での被害はありません。
「訴訟を提起する」のハガキで騙し取られる詐欺事件は2件
発生しています。裁判所などの公的機関からの重要な書類に
ついては、ハガキで送られてくることはありません。ハガキ
に記載してある連絡先には絶対に電話しないでください。

区民アンケートに
ご協力ください
みなさんのお宅に第
２７回区民アンケート
をお届けします。
11月と２月に開催される区議会や予算特別委員会などで、
区民の声を届けて質問をしていきます。
主役であるみなさんの率直なご意見ご要望をぜ
ひお寄せください。

