区は︑９月１日の区議会総務 ら２０２８年まで９年間は︑毎
企画委員会に︑コロナ危機にお 年区財政は赤字︑区の貯金＝基
ける将来にわたる歳入と歳出の 金も毎年取り崩しでマイナスに
見込額を算出した﹁財政フレー んるなど予測しています︒
ム﹂を報告しました︒
リーマンショック後と
区が採用する﹁財政フレーム﹂ 比 べ る と
は西日暮里駅前再開発﹁大ホー
ル﹂建設と旧南千住浄水場跡地
︵都有地︶購入を中止すること
を前提にしたものです︒コロナ
感染対策と区民の暮らし応援を
第一に考えれば当然の前提です︒
しかし︑来年度から今年度か

☆区の財政フレーム…向こう１０年間（概要）
前提として、西日暮里大ホール、旧南千住浄水場跡
地取得を止めた場合を想定…
①区の収入 財政調整交付金が、２０１９年度比で毎
年平均４０〜５０億円減収、特別区民税も毎年減少
※最大の収入である財政調整交付金は、リーマンショッ
ク時を超える影響と想定して推計
②区の支出 各種福祉関係は、毎年増加。前提として
除外した２事業を除き、想定される工事、事業を積算。
③毎年の収支は、２０２０年から毎年赤字
２０２８年度に基金（区の貯金）が無くなる

リーマンショック前後の荒川区の財政状況について（普通会計 単位：千円）
都区財政調整交付金

歳入決算

歳出決算

交付額
(千円)

前年比 増減額
増減

(億円)

剰余金

財政調整基

(千円)

金残高(千円)

備考

2008年

85,295,003

82,086,991

40,587,335

6.8%

26 3,016,715

2009年

93,311,414

91,669,315

38,034,870 -6.3%

△26 1,536,700

2010年

82,540,922

80,073,153

36,030,056 -5.3%

△20 2,466,371

2011年

88,788,230

86,492,482

35,702,995 -0.9%

△３ 2,294,309

10,253,577

2012年

84,723,084

82,643,006

34,272,247 -4.0%

△14 2,029,448

12,343,813 第二次安倍政権「アベノミクス」

2013年

85,470,409

82,996,234

36,050,984

5.2%

18 2,366,366

13,140,264

2014年

90,632,356

87,393,152

37,165,916

3.1%

11 3,029,957

14,322,333

2015年

94,864,677

90,139,795

39,610,297

6.6%

25 4,650,572

15,505,575

消費税８％ 、P C 一人一台

区は︑リーマンショック時以
上の景気後退を予測しています︒
もちろん予断を許さない事態で
す︒確かにリーマンショック後
の４年間︑最大の財源である財
政調整交付金は︑２カ年で ％
減収︑その後も２年間減収が続
きました︵上表参照︶︒しかし
その間も毎年決算で 億円規模
の黒字を出し︑今日まで続いて
います︒しかも財政調整基金基
金の取り崩しは︑２００９年以
降ありません︒

晩夏と言っていいでしょうか︑
そんな季節の尾久の原公園を久し
ぶりに歩いてみました︒芝草と木々
の緑と澄み渡った青空と白い雲⁝
何とも絵になりそうな贅沢な景色
に見とれました︒また多くのトン
ボを目にしたのでトンボ池のまわ
りを歩いてみました︒ススキの穂
が︑そこら中で顔を出していま
す︒よく目を凝らすと︑ウイン
ナーソーセージのような色と形

☆上は、晩夏の尾久の原公園、下
は、蒲（ガマ）の穂…

7,654,367

不要不急のプロジェク
ト・イベント見直しを

☆総務区民、福祉区民９月14日
☆文教子育て、建設環境 15日
いずれも１０時〜
☆決算委員会（10時〜15時）
９月17日、23日、25日、28日、30日
10月1日、2日
◎本会議
10月９日 １０時〜

6,038,256

不要不急の事業を見直し︑基
金も計画的に使うことなどで︑
コロナ感染拡大防止と暮らし応
援の財源は︑あります︒皆さん
のご意見をお寄せください

今後の議会日程

7,779,528 リーマンショック

20

15

区政報告
ニュース

№ ７７６
２０２０年９月１３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
☆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 区内コロナ感染
状況、PCR検査…など

状の物が目に入りました︒蒲︵ガ
マ︶の花です︒花びらはなく筒状
の部分が雌花︑その上が雄花だそ
うです︒実は蒲焼きの語源は︑こ
のカバ︵蒲︶だそうです︒江戸時
代ウナギなど串刺しにいて醤油な
どで味付けして焼いた物が似てい
たという説ですが︒ 横山幸次

10月５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

検査件数（累計）

2,546件

宿泊療養等
陽性率（累計）

7.00%

退院等

288名
計

302名
※P C R 検査は区内外で実施のため

（9月2日時点）

4名

42

1

15

44
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わせて医療のひっぱ
くが懸念されていま
す︒そのために︑イ
ンフルエンザの予防
接種についても高齢
者の無料化や子ども
など他世代にも補助
を拡大することが重要です︒す
でに東京都は︑ 歳以上︑基礎
疾患を持った 歳から 歳の予
算化しています︒また︑お隣の
文京区はじめ高齢者無料化や子
どもへの補助拡大などを実施す
る自治体が広がっています︒荒
川区でもぜひ実施させるために︑
力を尽くします︒

荒川区でも実現可能

も拡大し︑税収増にもつながっ
ているといいます︒

64

30

募集人数 単身用…15人 二人世帯用…5世帯。
申込書配布 ９月７日（月)〜24日（木）（土日祝は除く）
区役所1階総合案内・ 2階福祉椎進課・各区民事務所

申込方法 郵送で９月24日（木)消印有効
〒116-8501荒川区役所福祉推進課地域福祉係宛て

問い合わせ 福祉推進課地域福祉係
03-3802-3111(内線2614)

はアイスランド５・５％︑
デンマーク５・４％などで
す︒米国が４・２％︑英国
が４・１％︑ドイツと韓国
は３・ ６％です︒教育に
﹁緊縮﹂などとんでもあり
ません︒

申込要件…区内居住5年以上で・65才以上単身の方・高齢
者夫婦等世帯（65才以上とおおむね60才以上の夫婦か、65
才以上の兄弟姉妹の2人世帯）

経済協力開発機構︵ＯＥ
ＣＤ︶は︑８日︑２０１７
年の加盟各国などの国内総
生産︵ＧＤＰ︶に占める︑
小学校から大学に相当する
教育機関向けの公的支出の
割合を公表しました︒日本
は２・９％で︑
比較可能な
カ国のうちア
イルランドに
次いで２番目
に低い数字で
す︒
ＯＥＣＤ平
均は４・１％
で︑最高はノ
ルウェーの６
・４％︒上位

高齢者区営住宅「空き室待ち登録者」
募集があります。区内には5棟の高齢者住
宅があり、町屋には、さくらハイツ町屋
（町屋７丁目 右写真）、町屋５丁目住宅
の２ヶ所あります。（他に南千住１ヶ所、西尾久２ヶ所）
「空き待ち登録者」は、空き室ができた場合に、登録順に
入居する仕組みです。

38

65

60

明石市の人口は︑約 万人
弱︑約１０００億円超の財政
規模です︒荒川区は︑人口約
万人︑財政規模約１０００
億円です︒人口は３分の２︑
財政規模は同じですから住民
一人あたりで使えるお金は荒
川区のほうが多い計算です︒
荒川区は︑すでに中学生ま
で医療を無料化し保育料での
支援も上乗せして実施してい
ます︒学校給食無料化を荒川
区で実施した場合︑約４億円
程度必要ですが︑十分対応で
きます︒
荒川区でもぜひ実現のため
議論を深めたいと思います︒
21

15

兵庫県明石市の５つの無料
化が話題になっています︒
実施内容は︑①中学校給食
無料②保育料が第二子以降完
全無料③医療費が 歳まで完
全無料④公共施設の遊び場が
親子とも無料⑤満 歳までお
むつ無料︵全て所得制限なし︶
となっています︒
その結果︑子ども一人当た
り︑ 万円の負担軽減担って
います︒その効果も大きく︑
人口７年連続増加︑出生率も
１・ に上昇︑全国平均１・
︑県平均１・ を大きく上
回っています︒ちなみに荒川
区は︑２０１８年で１・ ％
にとどまっています︒
また︑子育て世代の可処分
所得が上がり地域内での消費
16

70

（9月2日時点）
検査件数・陽性率は参考値。

10名
区内のP C R 検査の実施状況

入院

全体の感染者数は︑減少傾向 で実施することを求
にあるようです︒しかし︑ＰＣ めてきました︒こう
Ｒ検査数との関係では︑全く予 した中︑東京都は︑
断を許しません︒
高齢者施設よ障害者
荒川区内でも︑この１︑２週 施設の職員︑利用者
間の中で︑区職員︑介護施設︑
万人分のＰＣＲ検
学校などでの感染が確認されて 査を予算化するとしています︒
います︒
一歩前進ですが︑保育園や学校
こうした職場で働く方々は︑ などにも定期実施を拡大すべき
人との接触無しでは役割が果た です︒
せません︒どんなに感染が広がっ インフルエンザワクチン接
ても休むわけには行かない職種 種への補助も
です︵エッセンシャルワーカー︶︒ また秋冬には︑インフルエン
共産党区議団は︑繰り返し︑ ザの流行もあって︑コロナと合
医療 ︑介護︑福 祉︑保
育︑学校 などの職場に
従事する 方々のＰＣＲ
検査の定 期実施を公費

感染者の療養等状況

