2010年～2013年の３年間の値上げ額

置が 今回 の議 決によ り廃 止され てし まっ
たのです。

世帯によっては３年間で
万円近くの負担増！

こ れに より 一人当 たり 平均で 年額 ３、
１８ ８円 の値 上げに なり 、なか でも 年金
暮し の高 齢者 や、低 所得 ・多人 数世 帯の
負担が急激に重くなります。

給 与所 得年収 が３ ００万 円で 歳 未満
３人 世帯 のケ ース（ 自営 業モデ ル） では
この ３年 間で ９万７ 千円 以上の 値上 がり
とな る事 が、 日本共 産党 杉並区 議団 くす
やま 美紀 団長 の質疑 の中 で明ら かに なり
ました。（上記表参照）
こ の５ 年間 で保険 料の 滞納世 帯は ４千
世帯 も増 加し ３５， ５６ ３世帯 に、 口座

差押 え件 数も 年 度で９ ５０件 に上 って
いることも明らかになりました。
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負 担が 重す ぎて払 えな いとい う根 本問
題を 改善 しな いまま 、取 り立て ばか り強
化し ても 収納 率は向 上し ません 。逆 に厳
しい 生活 を強 いられ てい る区民 をさ らに
苦し める だけ です。 国に 対して 削減 して
きた 国保 会計 への支 出金 の拡充 や、 東京
都へ 補助 金の 実施を 求め るなど 、杉 並区
は区 民の 立場 に立ち 、重 くのし かか る保
険料の軽減に力を入れるべきです。

杉並区民新聞社 杉並区今川２－１２－２１
日本共産党杉並地区委 員会は以上の見解を発表し ました。

杉並区民新聞 ２ ０ １ ３ 年 ４ 月 号 外
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取り立て強化ではなく
安心して払える保険料に！

23

!?
国保料

自、公、民・社が
国保料値上げに賛成！

＋97,048

杉 並区 議会第 一回 定例会 で国 民健康 保
険料 の値 上げに つな がる議 案が 自民、 公
明、 民主 ・社民 など 与党会 派に よって 可
決されてしまいました。
２ ０１ １年か ら国 民健康 保険 料の賦 課
方式 （保 険料算 定の 方式） が変 更され 多
くの 世帯 で大幅 な値 上げが 行わ れるこ と
にな って います が、 この大 幅な 負担増 を
軽減 させ るため に実 施され てき た軽減 措

＋25,725
旧だたし書き方式

257,124
2013年度（H25）

＋23,418
旧だたし書き方式

231,399
2012年度（H24）

＋47,905
旧だたし書き方式

207,981
2011年度（H23）

住民税方式

160,076
2010年度（H22）

前年度比
国保料(年額)
年度

3人世帯の場合
■国民健康保険料の推移
給与所得者（年収３００万円）65歳未満

です。
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こんにちは 日本共産党 杉並区議会議員

日本共産党杉並区議団控室
電話：3312-2111(2319) FAX：3312-2610
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.tomitataku.jp
ﾒｰﾙ：info@tomitataku.jp
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３年間で１０万円近くの負担増世帯も！
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国庫負担は半分、国民負担は倍以上！
■国保会計の国庫負担率と保険料
国庫負担率
49.8％

１人当たりの保険料
84,367円

39,020円
25.0％
1984

1990

＞キク目＞キク科＞タンポポ属

↑花壇の端で黄色い花を咲かせていました

認 可保 育 園 増設 で
待 機 児 解 消 を ! !

3,400
800

【ご購読の連絡先】
◇日本共産党 杉並地区委員会
TEL：3314-5551
FAX：3318-1492

杉八小の
『
セイヨウタンポポ』

◆和名： セイヨウタンポポ
◆学名： Taraxacum officinale
◆分類： 被子植物門＞双子葉植物綱

３ 月の下 旬、杉 並第 八小学 校の卒
業式 に参加 したと きに 出会っ たタン
ポポ です。 過酷な 環境 でも地 中深く
根を 張り花 を咲か せる 事で多 くの人
に愛着を持たれています。
僕が幼少期を過ごした北海道でも、
どの 公園に 行って もタ ンポポ が咲い
てい た記憶 が有り ます 。この 慣れ親
しん でいる タンポ ポも、 実はそ の多く がヨー ロッパ
原産 の帰化 植物で す。在 来種を 駆逐す る危険 が有る
として要注意外来生物に指定されています。
在来種のタンポポも見た目は同じ黄色い花ですが、
花の 付け根 の総苞 片（そ うぼう へん） と呼ば れる部
分が 上向き に伸び ている のが在 来種、 反り返 ってい
るのが外来 種です。こんどタンポ
ポを見かけ たら在来種かどうか確
認してみてくださいね。

いきものデータ

杉並の いきもの 紹介

1995
2000
2007
国民健康保険事業年報から

長年に渡る国民健康保険料の負担増で杉並区
内でも保険料が払えず滞納せざるを得ない世帯
が急増しています。その背景には、国政で国保
会計への支出金（国庫負担）が半分に減らされ
てきたことが大きな原因です。
国保の制度は事業主の負担を想定していない
ため、国保に対する国庫負担が、加入者の負担
軽減に大きな役割を担っています。
しかし、自民公明政権や民主党政権などによ
り、国庫負担が下げられ、加入者の負担が倍以
上に膨れ上がりました（左図参照）。
憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最
低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべ
ての生活部面について、社会福祉、社会保障及
び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら
ない。」を実現するためにも、これ以上の改悪
は許されません。国民が安心して医療を受ける
ために国庫負担を元に戻すべきです。
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放射線量測定します！
ご自宅の周りや公園など放射線の
気になる場所はありませんか？
ご希望がありましたら、
私たちの測定器で測定します。
お気軽にご連絡を！
ﾒｰﾙ：info@tomitataku.jp

