独居

老夫婦 三世代同居 核家族

20

その他

2019年

28.3%

22.2%

12.8%

18.1%

18.6%

2016年

29.0%

21.9%

14.9%

16.0%

18.3%

2013年

27.4%

21.5%

18.3%

13.9%

18.7%

2010年

26.1%

19.3%

22.5%

12.1%

20.1%

2007年

24.0%

20.2%

23.2%

12.5%

20.1%

2004年

20.2%

19.5%

29.4%

11.9%

20.2%

2001年

15.7%

18.3%

32.5%

11.0%

22.4%

20

15
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※国民生活基礎調査（３年毎に実施）
荒川区

要介護者のいる世帯の構成（８期プラン策定にむけたアンケートより）
独居

2019年

年目を迎える介護保険制度︒ は︑２０００年以後 年間で約
私たちの老後の安心は確保でき ２倍近くに増加しています︒現
ているでしょうか？
在はさらに増加し比率も高まっ
この 年間で︑家族構成が大 ています︒荒川区の高齢者プラ
きく変わっています︒特に一人 ン︵８期︶の策定に向けたアン
暮らし高齢者の増加が顕著です︒ ケートでも要介護者のいる世帯
直近の国民生活基礎調査では︑ の ・３％が一人暮らしです︒
要介護者のいる世帯のうち一人
そしてこの間増えているのが
暮らしが２００１年 ・７％だっ
孤独死です︒明
たのが２０１９年には︑ ・３
治学院大の河合
％と約２倍近くになっています︒
克義名誉教授の
荒川区内でも一人暮らし高齢者

要介護者のいる世帯の構成（全国）

27.3%

65歳以上の 64歳以下の 子ども孫 全員が65
夫婦のみ

夫婦のみ

23.8%

1.1%

と同居
39.9%

歳以上

その他 無回答

3.0%

※2019年10月に実施（回答数980）

荒川区の一人ぐらし高齢者の実態は
2015年 2010年 2005年 2000年 備考
単身高齢者数 12,576 10,870
8,588 6,964 国勢調査
25.7% 24.5%
21.6% 20.5% 国勢調査
高齢者人口比
高齢者人口 48,930 44,416 39,762 34,045 国勢調査

3.8%

27

区政報告
ニュース

1.1%

№ ７７４
２０２０年８月３０日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６

15

資料によると 区における一人
暮らし高齢者が自宅で死亡した
ケースは︑２００２年の１３６
４人から２０１８年には３８８
２人︑３倍になっています︒
その背景には︑高齢者の貧困
問題や社会的孤立なども指摘さ
れています︒また︑介護保険は︑
高齢者の一部しか対象になりま
せん︒区の８期高齢者プラン策
定では︑介護保険の枠内でない︑
高齢者の生活問題全般に光を当
てる区独自の福祉施策の充実が
求められています︒
23

２０１９年中の都内交通事故は︑
３０４６７件で前年比マイナス２
１２３件となっています︒一方︑
そのうちで自転車が関与した件数
は︑１３０９４件で約４割︑件数
も増加しています︒
これは︑荒川区内でも同じ傾向
となっています︒自転車は︑高齢
者も含め移動手段として大変便利
であり︑かつ環境にも優しい乗り
物です︒一方で︑自転車が軽車両
であり︑道交法で車と同じ扱いを
受けることについて
の認識は︑まだまだ
希薄です︒その証拠
に︑車道の逆走︑信
号や一時停止の無視

※右は、これまでの道
路標示。下は、赤字に
白抜きの新しい表示。

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
☆荒川区政の各種情報・
話題など…横山幸次区議
のホームページをご覧く
ださい。

※お困りごとなど電話、
ファックス、メールなど
でお気軽にご相談下さい。
※裏面 コロナの区内感
染とＰＣＲ検査…など

など多く見られます︒とりわけ︑
一時停止しない︑飛び出し事故の
多さが指摘されています︒道路を
見ると白い三角に自転車を描いた
一時停止標示がありますが︑ 目l立
たないだけけでなく︑すでに消え
かけた箇所が多く見受けられます︒
以前議会で改善を求める質問もし
てきました︑そんなおり︑町屋１
丁目の郵便局の横に赤い自転車止
まれ標示がありました︒区に聞く
とまだ一部のようです︒区内全域
での新表示を求めます︒横山幸次

９月７日(月)
横山事務所18時〜20時
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

８月 日現在までの荒川区内
の感染者数は２８３名︵うち既
に退院等した方は２４５名︶と
なっています︒伸びは少し減少
しているようですが︑決して油
断はできません︒
この間︑緊急申出入れで繰り
返し﹁医療︑介護︑福祉関係︑
保育園︑学校などの従事者への
定期的なＰＣＲ検査を公費で実
施︵社会的検査︶するよう求め
てきました︒
区のホームページで公表され
ている区内感染状況を見ると学
校︑保育園︑介護などの事業所
で相次いで感染者が出ています︒
利用者にも︑そこで働く従事
24

20

☆区内の介護事業所︵ショー
トステイ町屋︶で 日に利用
開始の方が 日に具合が悪く
なり︑病院に搬送︒ 日に陽
性を確認︒同フロアーの利用
者７名︑職員 名の計 名の
ＰＣＲ検査を実施し︑職員２
名の陽性が判明︒
ショートステイの新規受入
を中止︑併設の認知症対応型
グループホーム︑ケアハウス
についてはサービス継続︒

８月 日放送のＮＨＫニュー
スで︑日本心血管インター
ベンション治療学会が行っ
た全国４００の医療機関対
象にアンケート調査で︑
％の施設が感染拡大以降︑
﹁心筋梗塞などで受診する

48

患者が減った﹂﹁変わらな
い﹂ ％︑﹁増えた﹂６％
と報じました︒欧米でも同
様な傾向が確認されていま
す︒他の診療科目でも受診
の減少が見られます︒特に
心筋梗塞は︑命に関わるだ
けに︑ため
らうことな
く受診する
よう︑専門
家も警鐘を
鳴らしてい
ます︒

今年のシルバーパスの更新手続きは、コロナ感染拡大の関
係で、郵送方式になります。
更新の書類や振込用紙が郵送されてきます。所得に変更が
なければ、ご近所のコンビニで前年と同額（１０００円また
は２０，５１０円）を振り込めば、２週間程度でバス協会か
ら新しいシルバーパスが送られてきます。
これまでのように、更新手続きの会場に出向ことはなくな
ります。忘れずに手続きしてください。
できるだけ手続きを簡単にするためには、今回の郵送方式
をコロナ感染対策だけでな
く、平常時もこの方式にす
るのもいいのではないでしょ
うか。是非検討してほしい
と思います。
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46
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18

21

24

20

17

11

事をするためにもぜひ区でＰＣ
Ｒ検査をして欲しい﹂との切実
な声も届いて
者にとっても集団感染を防止し︑ います︒
安心と安全を確保する求められ
そのために
ています︒
も︑区の決断
障害者施設を運営する方から が急がれます︒
も﹁安心して障害者のための仕
☆区立三河島保育園で８月 日に
職員１名の陽性が判明︑ 日にク
ラスの園児及び関係職員のＰＣＲ
検査実施︒ 日に職員１名が陽性
に︒クラス園児と希望する演じ全
員を対象にＰＣＲ検査を実施︒全
員陰性で 日から保育園再開︒
☆私立きらきら保育園で 日に職
員１名が陽性︒接触のあった職員
４名のＰＣＲ検査を実施したとこ
ろ︑全員陰性︒ 日から保育園を
再開︒

全国の自治体で先進的取組が

14

26

▽千代田区 8月から重症化リスクの高い高齢者への
感染予防として、区内介護施設等の職員全員を対象
に独自にPCR検査を実施。
▽世田谷区 いつでもどこでも何度でもをめざす。
当面、介護施設、保育所、幼稚園職員、特養ホーム
入居予定者などのPCR検査を9月中旬から定期実施を
予定。
▽長崎県 無症状でも希望すれば1回900円で検査を
受けられる。
▽和歌山県 幅広く検査し院内感染を封じ込め
▽北九州市 かかりつけ医で検査を受けられ、検査
費用の患者負担分を市が全額補助する。
▽石川県 医療機関など「重症化のリスクの高い集
団」で感染が確認された場合、「濃厚」ではない接
触者まで検査を広げる。
など多くの自治体が社会的なPCR検
査などに足を踏み出しています。

