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☆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。

2月1日の震災・災害特別
委に荒川区地域防災計画実
施推進計画修正案が報告さ
れました。この中には、実
現が待たれていた、「防災
行政無線の戸別受信」の取り組みも報告されました。
区の説明では、防災行政無線の内容を音声、文字情
報で受けることのできるスマートフォンアプリを使う
方式にするとのことでした。また、聴力・視力障害者、
６５歳以上の非課税高齢者には、防災行政無線を受信
できるタブレットを配布する事を考えているとのこと
でした。
区は、秋の台風シーズンまでには、配布したいとの
ことでした。アプリの配布は、その前にしたいとのこ
とです。いずれにせよ早い実現が期待されます。

しかし︑２月４日にプレス発 の支援︵就学援助対象拡大で負
表された荒川区の来年度予算・ 担軽減︑介護保険料据置提案な
補正予算案には︑残念ながら検 ど︶︑区内事業者支援︵事業継
査の拡大も新たな暮らしや 続支援制度の提案など︶を検討
営業の支援策はありません︒ しています︒みなさんのご意見
日本共産党区議団は︑Ｐ をお寄せください︒

ＣＲ検査の拡充と感染者の保護︑
くらしと営業を支援し補償する
対策を柱にした条例案︑予算組
荒川区の感染者は︑昨年４月 大を抑えるために︑検査と保護︑ み換え案などを検討しています︒
１日現在で累計で２名でしたが︑ そして十分な補償をする必要が
具体的には︑西日暮里駅前開
月９日までの８ヵ月間で６９ あります︒
発など大規模事業などを見直し︑
４名となりました︒そのほぼ同 新年度予算︑
補正予算 ＰＣＲ検査を当面学校︑保育園
じ数だけ今年１月の１ヶ月間で では対策が不十分⁝
などの職員に定期実施︑くらし
感染者が出たことになります︒
緊急事態宣言が カ月延期と
なりましたが︑区内でも感染拡
12

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。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

年も何とか花を咲かせました︒たっ
たの三輪ですが︒何の手入れもし
ないでほったらかしていますが︑
夏の極暑にも冬の寒さにも耐えて
頑張っています︒なんとも愛おし
くなるものです︒来年も大丈夫か
な︒立春の翌日に﹁春一番﹂の予
報︒コロナ感染症の収束︑政治に
も春を願って⁝︒ 横山幸次

３月１日(月)

２月３日は︑立春でした︒いつ
もなら４日のはずですが︒今年は︑
節分も２月２日︒１年３６５日で
すが実際は︑３６５．２４２２日
でその誤差を調整する必要がある
ようです︒来年はまた２月３日が
節分になりますが︑今後はしばら
くの間４年おきに２月２日が節分
になります︒まだ朝夕の寒さは堪
えますが︑ともあれ︑春の訪れ
を暦で知る一日でした︒そんな
折︑我が家の鉢植えの白梅が今

※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 来年度からの介護
保険料値上げ問題など

介護保険料（案）

段階 課税状況

対象者

2020年度人数
（割合）

7期保険料月額【年額】8期保険料月額【年額】年間値上げ額

20

・生活保護
１段階

２段階

非

・本人年金収入等80万円以下 12192人(24.07％) 1,555円【18,658円】

課

本

税

人

世

非

帯

課

３段階

1,685円【20,218円】

1,560円

3983人(7.86％） 2,691円【32,292円】

2,916円【34,992円】

2,700円

4102人(8.10％） 4,186円【50,232円】

・老齢福祉年金受給者
・本人年金収入等80万円超
120万円以下

税 ・本人年金収入等120万円超

4,200円

・本人年金収入等80万円以下 4,913人(9.70％)

5,083円【60,996円】

5,508円【66,096円】

5,100円

５段階

・本人年金収入等80万円超

5,980円【71,760円】

6,480円【77,760円】

6,000円

６段階

・合計所得金額125万円未満 6,804人(13.43％) 6,578円【78,936円】

7,128円【85,536円】

6,600円

8,424円【101,088円】

7,800円

・合計所得金額125万円以上 5,566人

７段階

200万円未満
・合計所得金額200万円以上

８段階

350万円未満
・合計所得金額350万円以上

９段階

500万円未満

課
10段階 税

本

世

人

11段階 帯

課
税

12段階
13段階
14段階
15段階

・合計所得金額500万円以上
750万円未満
合計所得金額750万円以上
1,000万円未満
合計所得金額1,000万円以上
1,500万円未満
・合計所得金額1,500万円以
上2,000万円未満
・合計所得金額2,000万円以
上3,000万円未満
・合計所得金額3,000万円以
上

(10.99％）

7,774円【93,288円】

65
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区は︑ 介護保
険 準備 基 金
億円の うち半
約２・２倍になってしまいまし 分 の ６ 億 円 を
た︒区民への総負担増が２億８ 取 り 崩 し て 値
５００万円におよびます︒
上げ幅 を抑え
介 護 保 険 料 が ﹁ 高 す ぎ る ﹂ たしています︒
﹁これ以上の値上げは耐えられ 介護保険の基金からあと３億円
ない﹂という声は︑多くの高齢 を投入すれば︑当面１年間の介
者と家族から聞かれます︒
護保険料の据え置くことができ
区も︑同様の認識︵左下囲み ます︒
参照︶を持っているようです︒
コロナ禍で高齢者の暮らしの
しかし︑今回の改定にあたって︑ 困難が広がり︑しかも年金も削
減さ れて いる 中で︑ 少
なく とも 保険 料を据 え
置く 決断 が区 に求め ら
れていると思います︒

4,536円【54,432円】

４段階

4,863人(9.60％)

向こう３年間︵２０２１〜
年︶の 歳以上の介護保険料が
提案されました︒
提案では︑基準保険料＝５段
階が月額５９８０円から６４８
０円︑月６００円︑年間６００
０円の値上げです︒介護保険導
入から 年間︑改定期毎に連続
して値上げが続き︑制度開始時
の基準保険料２︐９６３円から

第８期

4,477人(8.84％） 9,269円【111,228円】 10,044円【120,528円】

9,300円

1,576人(3.11％） 11,063円【132,756円】11,988円【143,856円】 11,100円
950人(1.88％）

13,455円【161,460円】14,580円【174,960円】 13,500円

382人(0.75％）

16,445円【197,340円】17,820円【213,840円】 16,500円

359人(0.71％）

19,136円【19,136円】 20,736円【248,832円】 19,200円

155人(0.31％）

19,734円【236,808円】21,364円【256,698円】 19,800円

158人(0.31％）

20,332円【243,984円】22,032円【264,384円】 20,400円

181人(0.35％）

20,930円【251,160円】22,680円【272,160円】 21,000円

合計50,661人

※下グラフは、読売新聞が昨年１〜３月に都道府県庁所在地、政
令市、中核市、東京２３区など１０６自治体に実施した調査結果。
今後１０年で介護保険制度維持が困難とした９割のうち「人材
や事業者の不足」（７４％）、「保険料の上昇に住民が耐えられ
ない」（６４％）、荒川区も「住民が耐えられない」と回答。
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経団連の中西宏明会長は
﹁日本の賃金水準がいつの
間 に か 経 済 協 力 開発 機 構
︵ＯＥＣＤ︶の中で相当下
位になっている﹂と他人事
のように語ったと報じられ
ました︵日経１／ 付︶︒
日本の平均年収は︑ＯＥＣ
Ｄで 位︑安倍政権下で韓
国に抜かれて史上最低順位
になっています︒
背景には︑政財
界主導の新自由主
義的政策によって
低賃金・非正規労
働を劇的に拡大し
たことなどが大き
な要因です︒
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大企業の内部留保は３・
３倍増︒コロナ禍でも前年
比９・７兆円増です︒実質
賃金はピークから 万円減︒
コロナ禍において賃上げは
もとより︑医療・生活補償
に内部留保を回すべきです︒
内部留保課税は︑アメリカ︑
台湾︑韓国ですでに実施さ
れています︒偏在した富の
再分配は当然です︒
72

