国や都は︑新型コロナウィル
スの感染拡大防止のため︑﹁３
密﹂︵密閉︑密集︑密接︶を避
けるため外出やイベントなどの
﹁自粛﹂を要請︒いま﹁営収が
半分﹂︵タクシー運転手︶﹁土
日は全くダメ︑廃業した店も﹂
︵ 料 飲業 ︶﹁ 経 営が ピン チ ﹂
︵小売店︶⁝経営難︑生活困窮
など深刻な影響が広がっていま
す︒感染拡大防止のため︑苦境
にある事業者︑個人への思い切っ
た支援が必要な時です︒
区としても国や都に対して︑
感染拡大を防止するため︑医療
体制の構築︑自粛要請に合わせ
た︑事業や個人への補償を求め
るべきです︒消費税５％への減
税︑賃金補償︑イベント中止へ
の損失補てん等など緊
急に実施する時です︒
また区としても感染
拡大防止を実効あるも

４月から暮らしがこう変わる

☆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。

子どもたちのくらしと学びへの
支援も強化する時です︒

３月２日午後から休校になり４週間授業がありませんでし
た。授業の遅れを取り戻すために、教員研修の取りやめ、運
動会等の春の行事を秋に移動し内容を精査するなどとしてい
ます。子どもの学習保障も含めた検討が必要です。

arajcp@tcn-catv.ne.jp
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・国民健康保険、後期高齢者医療の
保険料引きあげ
・後期高齢者医療保険料の低所得
者向け「軽減特例」の縮小で負担増
・加熱式たばこの禁煙治療などを新
たに保険適用

医
療
・
年
金

２０２０年４月５日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６

№ ７６０

のに するため の思い切 った取
り組みが求められています︒
①区 民への迅 速で正確 な情報
提供体制の整備
②国 保の資格 証や窓口 留め置
きへの保険証の発行と届け
③国 保料の値 上げ中止 ︑区民
税含 めて新型 コロナウ ィルス
の影 響で収入 減少の場 合減額
免除を実施
④区 の産業振 興基金を 使った
直接支援の強化
当 面﹁新型 コロナウ イルス
対応 融資﹂を 無利子に し︑迅
速な融資実行の支援
⑤区 の応急資 金貸付要 件に新
型コ ロナウィ ルスを加 え︑条
件を緩和すること
このほか︑学校︑保育園など

小学校入学式４月１３日(月)、中学校入学式４月１４
日(火)幼稚園４月１６日(木)
小中学校幼稚園始業式４月１３日(月）

☆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
新コロナウィルスの感染拡大を受け以下のようになります。
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正規・ 非正規の格差是正
・正社員と非正規社員の不合理な待
遇差を禁止する。大企業で４月から、
中小企業は来年４月から適用
「 長時間労働規制」
・過労死ラインの月１００時間未満を
上限とする残業規制を中小企業にも
適用する
飲食店な どで の受動喫煙規制強
化
・改正健康増進法施行により、飲食
店など屋内喫煙原則禁止
レジ袋有料化
・イオングループやマツモトキヨシが
レジ袋を有料化
値上げ
・日清オイリオが家庭用食用油をキ
ロ当たり２０円以上値上げ
・東京ディズニーランド・シーが「1日
パスポート（大人）」を700円値上げで
８２００円に（新型コロナウィルスで休
園中）

４月６日(月)

☆右は︑尾竹橋通りから 町屋
斎場に向かう歩道に植え られ
ている天の川︑下は尾久 の原
公園です

新型コロナウィルスの感染拡大
防止のため︑この時期の風物詩で
ある﹁花見の宴﹂が自粛で姿を消
しています︒寂しい感もあります
が︑仕方ありません︒最優先は︑
感染拡大のためにやるべきことは
すべてやることが必要な時ですか
ら︒そんな時︑運動不足の解消に︑
感染防止対策を十二分に行いつつ︑
区内の桜を散歩がてら眺めてみて
はいかがですか︒ソメイヨシノは︑
すでに桜吹雪状態︒しかし︑尾久
の原公園のシダレザクラは︑まだ

２面 新型コロナウィ
ルスの影響対策…など

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

三分咲き︑五分咲きの樹も多くあ
りこれからです︒他にも区内には︑
サトザクラ︑天の川︑オオシマザ
クラ︑陽光︑河津桜なども品種も
観られます︒天の川は︑まっすぐ
箒のように上に伸びています︒街
路樹として町屋斎場に向かう道に
植えられています︒ ︵横山幸次︶

横山事務所18時〜20時

〇雇用調整助成金の手続き費用を補助
⇒申請書類の作成や申請業務委託等、希望に応じて
社会保険労務 士を派遣及び紹介します。 ⇒雇用調整
助成金の申請に際し、社会保険労務士に書類作成及
び申請業務を委託した場合の費用の一部を補助します。
（補助率1/2 限度額15万円） 問合せ先 就労支援課
就労支援係 内４６６

⇒産業経済部経営支援課に相談窓口を設置し、コー
ディネータ 等の専門家による経営相談に対応します。
⇒必要に応じて、国や東京都等の支援策を紹介すると
ともに、 助成金や補助金等の獲得を専門家が支援しま
す。 問合せ先 経営支援課経営支援係 内４５９

⇒本年４月以降も継続します。 ⇒必要に応じて、日本政策
金融公庫による特別融資（無担保、 無保証、無利子）等を紹
介します。 問合せ先 経営支援課融資係 内４６７

〇新型コロナウイルス対策の設備投資を補助
⇒新型コロナウイルス感染症対策のための対応設備等の導
入費 用の一部を補助します。（補助率1/2 限度額100万円）
例 飲食店のテイクアウト、宅配サービス、滅菌機やエア カー
テンの設置、テレワーク環境整備等 問合せ先 卸売業、サービ
ス業、小売業に関すること 産業振興課商業振興係 内４６８ 製
造業、建設業、運輸業、その他に関すること 経営支援課経営
支援係 内４５９

⇒新型コロナウイルス感染症に対応した簡易版BCPシートを区が 作
成し、区内企業に提供します。 問合せ先 経営支援課経営支援係 内
４５９

◎緊急小口資金資金 ２０万円
以内（一括交付）
◎生活支援費貸付期間
原則３カ月以内
２人世帯 月２０万円以内
単身世帯 月１５万円以内
上記２つの併用もできます
連絡先 荒川区社会福祉協議会
電話：03-3802-2794

住居確保給付金
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〇感染症対策に特化した事業継続計画の提供

新型コロナウイルスの
影響で家賃が払えないな
どの場合に利用できます︒
詳しくは︑﹁区の仕事
サポートデスク﹂まで
︵連絡先３８０２・３１
１１ 内線２６２４︶

﹁宿泊・料飲サービス﹂は
マイナス ︑下落幅最大
ポイントと過去最低︒
新 型 コ ロ ナ ウ ィ ルス の 影
響とともに消費税 ％増税
が 体力を 奪っ て
きた結果です︒
10

⇒本年１２月実施予定のプレミアム付き区内共
通お買い物券につ いて、国や都の緊急経済対策
の動向に注視しながら、時期を前 倒しして、６月
にプレミアム率２０％で実施します。 ⇒今後の経
済状況によっては１２月にも実施し、年間を通じて
切 れ目ない支援を行います。 問合せ先 産業振
興課商業振興係 内４６８

27

た世帯が利用できるようにな
りました︒
社会福祉協議会が行って
これは︑無利子︑保証人な
きた生活福祉資金制度の緊 しの貸し付けで３月 日から
急小口貸付︑総合支援資金 始まっています︒返済は︑１
の特例貸し付けがはじまっ 年後からです︒
ています︒新型コロナウィ
なお︑この制度では︑所得
ルスの影響で休業︑収入減︑ の減少が続く場合︵住民税非
失業等により生活困難に陥っ 課税世帯など︶に返済が免除
される場合があります︒

４月１日︑日銀が全国企
業短期経済観測指標︵短観︶
を発表︒企業の景況感を示
す業況判断指数は︑大企業
製造業がマイナス８︑前回
調 査 か ら８
ポ イ ン トの
悪 化 ︒ ７年
ぶ り に マイ
ナ ス に 転落
し ま し た︒
非 製 造 業で
も 宿 泊 や飲
食 業 は ︑大
打 撃 を 受け
ています︒
例 え ば︑
59

〇プレミアム付き区内共通お買い物券の
前倒し 実施

3

コロナウィルス対応融資について︑単
に継続ではなく金利をゼロにするなど
の思い切った改善が急がれます︒
区民のみなさんの様々なご意見︑お
困りのことなどお寄せください︒

〇新型コロナウイルス対応融資の継続

荒川区は 月 日に新型コロナウイ
ルスの感染拡大に伴う︑区内事業者支
援について６項目を実施・継続するこ
とになりました︒
さらに必要な改善や新規施策などの
対策を求めていきます︒例えば︑新型

〇専門相談員による経営相談・国や東京都
等の 助成金等の獲得支援
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