医療分＋高齢支援分 23区1人あたり
均等割 所得割(％) 平均保険料
2021年度
2020年度

52,000
52,800

9.54
9.43

124,989
126,202

コロナ禍のもとで︑暮らしも 割︑介護分が値上です︒年金受
ご商売もたいへんきびしい状況 給 歳以上で所得 万円以下が
になっています︒しかも緊急事 値下げになる以外は︑ほとんど
態宣言の延長も言われている昨 が値上げです︒コロナ禍で多く
今︑政治のやるべきことは︑区 の方が減額・免除の適用を受け
民の暮らしを支援することです︒ ています︒この時期の値上げは
そんなおり︑来年度の国民健康 ありえません︒区が独自に税を
保険料が提案されました︒均等 投入してでも値上げは抑えるべ
割が８００ きです︒とりわけコロナ感染拡
円値下げで 大の中︑医療へのアクセスを維
すが︑所得 持するためにも区の役割が問わ
れます︒

荒川区の国民健康保険料の推移

介護分(40才〜64才) 荒川区一人
均等割 所得割(％) あたり平均額
17,000
15,600

40,879
35,950

1.98
1.63

※所得割は【収入−給与所得控除、公的年金控除等 − 基礎控除33万円】に対して乗じます。
４０歳から６４歳は、医療＋高齢支援分と介護分を合計した保険料になります。

国民健康保険料モデルケースにより試算から
(年金受給者は医療分と支援金分 65歳未満は介護分含む)
2021年保険料 2020年保険料
備考
年金受給者(65歳以上)
195,100
195,250
介護保険料は
1人世帯：年収303万円
別途年金天引き
年金受給者(65歳以上)
247,100
247,050
2人世帯：年収303万円
給与所得(65才未満)40歳
368,400
358,000
医療＋支援＋介護
の2人世帯：年収359万円
給与所得(65才未満)40歳
夫婦・10歳の3人世帯：年
420,400
410,800
医療＋支援＋介護
収359万円
※給与所得の想定は、世帯主収入で、配偶者の収入ゼロ

区政報告
ニュース

65

№ ７９３
２０２１年３月７日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６

50

2019年の予算議会一般質問で横山区議が「児童相談所
を開設した荒川区でこそ、子どもの権利条約に即した
『子どもの権利条例』の制定を」と求めて２年が経過。
その時は、区は、「児童福祉法が改正され、子どもの権
利が明記された」よって「子どもの権利条例制定の必要
性が低い」と答弁していました。この問題は、すでに20
17年本会議の日本共産党代表質問で制定を求めました。
今回、予算特別委員会で、自民党が初めて「子どもの
権利条例制定」を求めました。
区の答弁は「制定に向けて取り組み」とのこと。
荒川区でも「子どもの権利条例制定」
の道がようやく開かれることになりまし
た。

☆国保加入世帯の中で、自営業者が減少し、高齢者や非
正規雇用労働者が増加。そのため８割超が低所得層…
今年度の所得階層別国民健康保険加入世帯数
旧ただし
０万円 〜50万円 〜100万円 〜150万円 〜200万円
書き所得
世帯数
14,161
4,111
3,999
3,364
2,558
構成比
41.7%
12.1%
11.8%
9.9%
7.5%
※所得＝旧ただし書き所得（前年の総所得及び山林所得金額、
長期（短期）譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を
控除した額
※所得200万円までの世帯が８３．１％を占めています。
（200万円以上は省略）

町屋４丁目にある﹁町屋第二児
童遊園﹂は︑長年﹁ヒコウキ公園﹂
との通称で親しまれてきました︒
しかし︑遊具の老朽化などもあっ
たのでしょう︑全面改修工事に入
り︑ようやく完成しました︒遊具
は︑小さなすべり台と２つのスプ
リング遊具︑そしてベンチが４つ
という簡素な児童遊園にな
りました︒︵下写真︶
一方かつてのような飛行

☆上は、以前の公園風景、下が改修
された現在の風景です

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 マイナンバーカー
ドで保険証？…など

機型の遊具を設置してほしいとの
声もあるようです︒同時に︑地元
では︑木造密集地域でもあり防災
機能を優先すべきとの声もありま
す︒子どもたちの遊びや居場所と
しての機能と防災機能の両立に区
も頭を悩ましているようです︒
横山幸次

４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。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
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マイナンバーカードを健康
保険証で使うには⁝
①区民⁝窓口で保険証を出すだ
けですんだものがマイナンバー
カードと被保険者番号の関連付
ける﹁初回登録﹂が必要︒病院
窓口でマイナンバーカードをカー
ドリーダーにかざして本人確認
を受けなければなりません︒
②病院・薬局⁝顔認証付きカー
ドリーダーや専用保険資格確認
端末の準備︑ネットワーク環境
の整備︑レセプト・電子カルテ
等システム改修などが必要です︒
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いまやるべきは減収補填な
ど医療機関への支援です

政府は３月までに申し込めば
カードリーダー︵１台９万円︶
を無償提供︑他の費用も補助す
るとしていますが︑セキュリティ りますが︑データー流出︑ウイ
やメンテナンス︑ランニングコ ルス侵入︑ハッキングなどの危
スト等医療機関の負担です︒新 険が増大します︒
たな事務も発生しそうです︒
マイナンバーカードがなくて
コロナ禍で医療現場は疲弊し︑ も健康保険証で今までどおり受
減収に苦しんでいます︒マイナ 診することができます︒荒川区
ンバー関連ではなく減収補填や は﹃マイナンバーカードがなく
医療従事者支援こそ急がれます︒ ても保険証で大丈夫﹄と広報す
ると議会で約束しました︒

核兵器禁止条約が今年発
効しました︒核兵器自体を
違法とする条約です︒
しかし核弾頭の数は
年の約７万発をピーク
に︑国際世論に押され
減少しているとはいえ︑
いまだ 万発ほどある
と言われています︒何
百回でも地球を死の惑
星にする十分すぎる数
です︒核禁条約発効で
悪
｢の烙印 が
｣押された
核兵器です︒コロナパ
ンデミックで全世界が
苦しんでいるときに︑
核兵器の開発・保有に
何兆円もかける愚かさ
もあわせて訴え︑廃絶
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新型コロナ感染リスクの軽減には、換気が有効です。その
ため換気の「見える化」をすすめる必要があります。その有
効な方法の一つが、ＣＯ２（二酸化炭素）濃度を測定する方
法です。
荒川区内でＣＯ２濃度計を導入した飲食店
がテレビ朝日「報道ステーション」や新聞で
紹介され、反響を呼び、荒川区産業振興課の
あらかわ産業ナビでも紹介されました。
同僚議員が、昼食時に訪問し話を聞
いたところ、入り口には換気良好と書
かれていて、コロナ禍で大変な時です
が若い方、お子さん連れのお客さんも
多く、経営者のがんばりがわかったと
の話でした。
東京都が商店街を対象に新年度からＣＯ２測定器を含むコ
ロナ感染拡大防止の物品購入の経費を補助する予定です。区
は、商店街に周知を図り商店街振興を推進していくと本会議
答弁で表明しました。
マイナンバー制度、カード発
行の契約９７件１３８０億円超
の８割が制度創設に向けた政府
の検討会議メンバーの大手電機
企業６社（NTT,富士通など）で
す。すべて税金が原資です。お
手盛り感が満載ですが！

マイナンバーカードなしで

も保険証で今までどおり ⁝
厚労省は﹁転職・結婚・転宅
などでの健康保険証変更・発行
を待たなくてよい﹂﹁限度額認
定証を持参しなくてもいい﹂な
ど一生に何度もない事例でメリッ
トを宣伝します︒さらに被保険
者番号で健診結果︑予防接種歴
など各種保健医療情報をデーター
ベース化して利用する計画もあ

マイナンバー運用システ
ム機構の契約が、政府会
議委員６社に集中

いまマイナンバーカードは

1

地方公共団体情報システム機
構が全国民にマイナンバー交付
申請書類︵左図参照︶を郵送し
ています︒荒川区では︑乳幼児
と 才以上を除く区民 万８千
人に︑ 月 日〜３月 日の間
９回に分け発送しています︒
マイナンバーカードは︑国民
の多くは﹁利便性﹂も﹁必要性﹂
も感じておらず︑個人情報漏え
いの危険性もあり普及が進んで
いません︒実際２０１６年年
月交付開始から５年経過しても
普及率 ％︵荒川区２月 日現
在６１︐０７２枚： ・ ％︶
にしか過ぎません︒
しかし︑政府は︑マイナンバー
カードの普及を一気に
進め２０２２年度末ま
でに全国民に持たせる
ことを方針に掲げてい
ます︒そこで始めたの
が今年３月からの健康
保険証との一体化です︒
75

３密状態の学校も換気の「見える化」が重要になっていま
す．現在、尾久小学校には２台の測定器を設置し換気の必要
度を把握し、他校にも情報を提供しているようですが学校規
模や構造の違いもあり、各校に置くべきです。福祉施設や病
院等へも区として設置すべきとの質問について、区は、検討
する必要があると認識していると答弁。共産
党区議団は、設置を予算化を含めた「予算組
み替え動議」を提出しています。

の取り組みを進めたいもの
です︒

小中学校などに設置を…共産党区議団が要求

