歳入決算

決算剰余金
（黒字分）

歳出決算

一般 2020 年度 1248 億4786 万円 1225 億 993 万円 22億5141万円
会計 2019 年度 1011 億9916 万円 983 億3002 万円 24億8830万円

荒川区の主な基金毎の推移（千円以下切り捨て）
財政調整基金

その他

２０２０年度 ２０７億 ５４７万円

剰余金
(千円)

４３２億４９０２万円
省略

２０１８年度 １７７億６０２９万円

2020年 2,251,415
2019年 2,488,301
2018年 2,799,353

４０７億６７９２万円
３８２億２５６１万円

２０２０年度 荒川区新型コロナウイルス感染症対策事業一覧（単位：千円）
事業総額
(１)医療環境及びワクチン接種体制等の整備
（医療従事者への手当、施設整備補助、病床確保協
力金、ワクチン接種経費など）
（２）特別定額給付金支給等の区民への生活支援
（特別定額給付金、子育て世帯・ひとり親世帯給付金
事業など）
（３）事業者・地域団体等への支援
（コロナ対策特別融資、感染防止施設整備補助、プ
レミアム付きお買い物券発行支援、芸術文化・ス
ポーツ支援など）
（４）コロナ禍における教育活動の確保・環境の整備
（感染症対策物資、パソコン・オンライン整備など）
（５）子育て施設等における感染防止対策及び子育
て環境の整備
（保育園・学童クラブなどの感染対策物資購入助成、
私立保育園・私立幼稚園職員へクオカード支給など）
（６）新たな生活様式への対応
（省エネエアコン購入助成、高齢者見守り対策など）
（７）庁舎・区民施設等における感染防止対策
（８）感染症対策物資の充実
合計

1,174,805

財源の内訳
都
その他

国

区

82,813

968,708

1,493

131,791

22,909,213 22,467,946

374,817

0

66,450

425,411

0

7,399

498

417,514

213,014

20,608

40,968

3,016

148,422

111,807

35,871

41,582

995

33,359

21,215

0

0

1,000

20,215

17,359
2,696
0
61,428
0
0
24,934,252 22,599,934 1,433,474

0
995
7,997

14,663
60,433
892,847

西日暮里駅前と三河島駅北地区の
大規模再開発は︑巨額の税金投入だ
けでなく︑区立の保育園︑デイサー
ビスセンターを廃止︑小中学校の教
室の逼迫など伴うもので現計画を到
底容認できません︒
また︑両地区合わせて︑年間１万
トンの二酸化炭素排出が予測されま
す︒しかし区の脱炭素︑２０５０年
温室効果ガス排出ゼロに向けた削減
計画には︑この数字は入っていませ
ん︒ゼロ・エミッションと言いなが
ら︑大規模再開発だけは事実上聖域
な ので しょ うか ︒ こ
う した 大規 模再 開 発
推 進す 区の 行財 政 運
営 には 賛成 でき ま せ
ん ︒区 の根 本姿 勢 が
問われます︒
２０２１年 １０月号外 発行 日本共産党荒川区議会区議団
区議団控室 TEL ３８０２−４６２７ FAX ３８０６−９２４６
E-mail:ara jcp@t cn-ca tv.ne .jp
☆町屋相談室 荒川区町屋５−３−５ ℡３８９５−０５０４
E-mail:kouji.office@gmail.com

財政調整
基金取り

22

0
0
0

内容は︑感染対策として医療
機関への支援︑事業継続補助︑
コロナ融資の金利ゼロ︑保健
特別定額給付金の約２２０億円 所体制の抜本強化︑広地親家
など国︑都の補助金や交付金が 賃助成︑就学援助対象拡大な
財源です︒区の独自財源は９億 ど歳出ベースで総額 億円規
円弱です︒しかもこの９億円弱 模の財政出動を求めました︒
は︑区の貯金である基金でなく︑ 対応する財源は十分あります︒
当初予算内での財政運営上のや
引き続き︑区民の暮らしと
りくりで捻出したものです︒
営業︑命と健康が深刻な危機
日本共産党区議団は︑コ に直面しているいまこそ︑区
ロナ感染に対応するため︑ の思い切った財政出動が求め
予算組み換え動議を提案︒ られます︒

２０１９年度 １８１億２５５５万円

56

基金合計

の基金

２０２０年度決算は︑最大の
課題である新型コロナウィルス
感染拡大への対応が極めて不十
分です︒
決算は︑実質収支・黒字が
億円余︑基金総額が過去最高の
４３０億円︑うち財政調整基金
２００億円超となってい
ます︒この年度の新型コ
ロナウィルス感染症対策
事業は︑医療従事者・医
療機関への支援を始め
事業決算総額２４９億３
４２５万２千円と報告さ
れています︒大部分は︑

２０２０年度一般会計決算（千円以下切り捨て）

12

ＯＥＣＤで日本だけ賃下げ！この23年間の実質賃金はマイナ
ス１０.９％の大幅賃下げです。岸田新総理は、実質賃金マイ
ナスを加速したアベノミクスを引き継ぐ明言。暮らしを守るた
めにも経済政策の転換で最低賃金１５００円全国一律最低賃金
にすることが緊急課題となっています。

九峡小の児童で︑９月 日から 日に７名
の感染者が確認されました︒その時点で︑学
校・教育委員会・保健所で協議し︑全校児童
・教職員を対象に希望者全員の検査を行うこ
とを決断しています︒
日︵休︶保護者に連絡し検査キットを取
りに来てもらい︑ 日検査︑ 日結果報告に
となりました︒
陽性者が一人でも出れば︑保健所が濃厚接
触者やその周辺の検査対象者を特定する前で
も︑すぐに現
場の判断でＰ
ＣＲ検査を実
施すべきでは
ないでしょう
か︒

国は２０２３年から導入する それぞれが支払う︒どれ
消費税のインボイス制度で︑シ も無理です︒
ルバー人材センターが会員さん
インボイス制度は廃止
に支払っている配分金には本来︑ すべきですが︑シルバー
消費税が含まれているから︑消 人材センターは公益法人
費税相当額を新たなコストとし です︒対象外とすべきで
て負担し︑納税してもらうとし す︒
ています︒
万一︑強行された場合
この負担増をどうするのか？ は区の委託契約金基準を
①シルバー人材センターが肩代 見直し︑会員配分金︵報
わり② 会員配 分金 から
酬︶が減少し
消費税 分を差 し引 く③
ないようにす
会員さ ん一人 一人 が課
ることを求め
税事業 者登録 をし て︑
ました︒

児童の感染
9月19日

1

9月21日

3

9月22日

3

23

検査実施の判断

9月24日

2

9月27日

1

合計

24

19

10

25

22

①シルバー人材センターには荒川区が放置自転車対策や学
童見守りなどの仕事を委託しています。
会員さんの配分金(報酬)は年間6億2千万円になります。
シルバー人材センターが消費税を支払うとすれば、6千万
円も新たに負担しなければなりません。
②荒川区シルバー人材センターの年就業実人員は1,300人
で、1人あたりの年間配分金は約47万円。消費税10％を取
られる５万円も年間の収入が減ってしまいます。
③シルバーの会員は業務を委託される個人事業主となって
います。現在は免税業者扱い。インボイス制度の導入で課
税業者として税務署に登録しなけらばなりません。全員が
課税業者になることは困難です。

対象者：まだ1度も接種をしていない区民、区内在勤・
在学の方及びその家族
接種当日の持ち物・接種券・本人確認がで
きる書類（保険証や運転免許証など）
接種会場：生涯学習センター(荒川3-49-1)
使用ワクチン：武田/モデルナ社製ワクチン
接種開始日：10月5日(火)

接種率(10.4現在) １回目 2回目
65歳以上の方

90.5 89.2

60〜64歳の方

86.8 83.3

50〜59歳の方

84.5 79.2

40〜49歳の方

77.3 70.4

30〜39歳の方

72.5 62.9

接種時間の延長：10月15日(金)及び10月16 20〜29歳の方
日(土)21時まで(最終受付20時30分)
12〜19歳の方

いま尾竹橋に変わった囲いが
施されています︒いつも見慣れ
た橋ですが︑ ちlょっと別次元の
景色になっています︒掲示
を見るとは自然体の塗装工
事のようで︑今年 月中旬
までの工事期間のようです︒
定期的な補修は︑施設の長
寿命化と安全確保にとって
12

66.4 54.4
65.7 46.1

☆定例法律相談
毎月第１月曜･午後６時〜８時
横山幸次区議事務所
※次回は１１月１日（月）です

きちんと行ってほしいと思いま
す︒見られるのは今のうちです︒
︵横山幸次︶

◎私たちは住民のくらしと命を守るネットワー
クをもっています…いつでもご相談を
「定例法律相談」は月一回開催。くらし、子育
て、医療、介護、雇用、税金など、国会、都議会
の共産党議員団や各分野の専門家とも連携し、ご
いっしょに解決のために力をつくします。

