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新型コロナウィルスの感染拡大に伴って休業
や外出の自粛などが要請されています。収入減
少や雇止め、学校、保育園、などの休業…困っ
たことや悩み事などお寄せください。ごいっしょ
に解決向けて力を尽くします。
メールアドレス kouji.office@gmail.com
ファックス（共産党区議団控室）
０３−３８０６−９２４６

２０２０年 ４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
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客が来なくなって途方に暮れる料
飲業など区内でも深刻な影響が生
じています︒
申入れでは︑感染拡大防止を実
効あるものにするため⁝
①外出やイベントの自粛要請によっ
て︑売上や収入が減少した事業所
・個人に対し︑フリーランスを含
めた労働者の賃金補償や家賃や水
光熱費など固定費の直接補助やイ
ベントの中止に伴う損失補償
②くらしと営業への直接支援とな
る消費税５％への減税⁝
などについて区としても国や都
に求めるよう働きかけ
ました︒
︵裏面に続く︶
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新型コロナウィルス感染拡大防
止と外出やイベントはじめ自粛要
請が出される下で︑４月３日︑共
産党区議団は︑区民のみなさんの
寄せられた切実な声を緊急要望に
して区に提出しました︒
政府は︑１０８兆円の対策とい
いますが︑実際の給付は約 兆円
程度︑残りは融資︑経済対策の未
執行分などです︒しかし国民一人
あたり一律 万円支給や休業に伴
う損失補てんなど思い切った対策
でこそ︑の自粛︑休業要請感染防
止も実効あるものとなります︒

補償がなければ収入の道が立た
れるため働かざるを
得ない国民も多くい
ます︒実際︑通勤で
の混雑はいつも通り︑

緊急事態宣言が出されて︑公立 認証は全園でゼロとなっています︒
園だけの集約ですが︑４月７日は
お知らせでは﹁世帯全員が警察︑
登園率 ％︑８日 ・１％︑９日 消防︑医療・福祉従事者やその他
％で保育園もお休みをする家庭 社会の機能維持に必要な職種かつ
が増えました︒
在宅勤務・休業が不可の世帯に限
保護者からは﹁休園にしてもらっ り応急保育﹂となっています︒
た方が︑会社に在宅勤務や休みの
﹁休めないが言いづらい﹂﹁登
申請が出来
園する子が
る﹂という
少ないので
声も多く寄
言いづらい﹂
せられたそうです︒区は︑全体の など悩んでいる方もおられます︒
状況を見て︑４月 日から５月６ 世帯の実情をしっかり配慮した対
日まで休園とすることになりまし 応が求められます︒また︑非常勤
た︒
や派遣の保育士︑給食調理委託な
４月 日には公立・私立・認証 どは 自宅待 機に なり ま
・保育ママ全体で３・４％の登園 した が︑休 園中 の給 与
となりました︒登園ゼロは公立で は保 障され るよ うで す
はありませんが︑私立園では６園︑ ので一安心です︒
31
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楽しみにしていた小中学校の入学 ２０２０年度の新入生などの状況
式は、新コロナウィルス感染防止対 （町屋地域の各学校と全区合計）
１年生
１〜６年生合計
策もあって連休明けに延期となりま
小学校名
今年
昨年
今年
昨年
した。町屋地域では、前年比で大門 第四峡田小
65
51
357
342
小が倍近く増え、四狭、七狭が微増、 第五峡田小
62
71
453
493
57
50
335
325
五狭が微減でした。中学校は五中が 第七峡田小
大門小
63
35
228
198
20名減、原中が約20名増。各学校と
全区合計
1,564 1,402 8,877 8,788
も新入生の人数が毎年不安定で、教
１年生
１〜３年生 計
育環境や運営にもかかわってきます。
中学校名
今年
昨年
今年
昨年
学校選択制についての見直しも課題 第五中学校
65
85
201
179
として見えてきます。
原中
102
79
291
317
全区合計
1,090 1,048 3,185 3,138
《小中学校》
※今年は小中いずれも４月１日時点での想
臨時休業５月１日まで延長
定数、昨年は、５月１日時点での数字。
◎始業式（小中） ５月７日（木）
◎入学式 小学校 ５月１１日（月）中学校 ５月１２日（火）

く「らしに困ったときに使える制度をご紹介します
※まずは窓口に電話で相談してください（下記）。その後の手続きも簡
素化されています。共産党区議団や横山区議へもお気軽に…。
①生活福祉資金特例貸付 （困った場合の生活費の貸し付け）
無利子で最大８０万円まで貸し付けします
荒川区社会福祉協議会 電話：03-3802-2794
②住居確保給付金 （収入が激減した方はご相談を）
新型コロナの影響、年齢要件など緩和されています
「区の仕事サポートデスク」まで 連絡先３８０２・３111 内線２６２４
③生活保護 （生活に困った場合、保護を申請）
厚労省も新型コロナ対策で生活保護の積極的利用を通知
電話：03-3802-3111 生活福祉課を呼び出してください

産業振興基金など思い切って
活用して支援強化を！
区は、産業振興基金を９億円程度積んでいます。区内産
業を守るために①新型コロナウイルス対策特別融資を無利
子に改善②休業や営業時間短縮している事業者などへ国や
都の支援に加えて、区としても独自に固定
費などへの補助金を③区独自の保証をつけ
融資の実行などに基金を思い切って使い、
区内産業と事業者を守る時です。
東京都の協力金 休業や営業時間短縮の要請に応じた居酒屋
などの業者への協力金の内容が発表された。
①全面的に応じた場合は、１店舗を経営する事業者には５０万円、
２店舗以上を経営する事業者には１００万円を支給（「協力事業
者」として都のホームページで公表）
②申請は２２日から受付、協力確認後５月７日以降に順次支払。
③対象は、休業を要請した4月10日以前から営業する事業者
④申請には、休業期間を告知したポスターなどの写しの提出を求
める。実際に休業・時間短縮をしたか、都に出された帳簿類で確
認し、店への訪問調査は原則実施しない。

収入減少や失業などからくらし
守る支援を

子どもの安全、豊かな成長と
学びを支援…食の提供も
長期間の学校休業によって、子どもの
生活や成長、学びへの不安が広がってい
ます。
①学校給食や子ども食堂もなくなって、他に削るとこ
ろがない中で、１食増えたことなど低所得世帯への深
刻な影響も広がっています。そのため「休校中の学校
給食の提供を検討するこ。」を求めています。全国で
は、自治体、民間団体、企業による子どもへの食事支
援がが広がっています。区の対応が求められます。
②一斉休業に伴う学習が遅れており、授業時間の確保
のため都、区の学力テストを中止、国の学力テストに
参加しない対応を求めました。
③長期休業の影響で、経済状態の悪化や自宅待機など
による家庭内の児童虐待やＤＶの増加が懸念されてい
ます。状況の把握と被害者への必要な支援、子ども貧
困対策は、児童相談所を開設した荒川区にとって最重
要の課題となっています。
杉並区は︑新型コロナ対策として︑
億円近い補正予算を提案︒
４カ所の病院に発熱外来を設置する補
助︑コロナ患者受入の影響などへの助成
約 億円です︒発熱外来を担う開業医助
成︑マスク・消毒・防護服・非接触型体
温計︑相談センター電話回線と人員増︑
軽度者自宅待機者への血中酸素濃度測定
器１００個購入︒他では︑商工相談体制
強化︵電話︑職員︑中小企業診断士の増︶︑
給食食材費の補てん︑感染者対応職員の
特殊勤務手当などです︒︵４月 日に議
決の予定︶
荒 川区 で は ︑ ま だ の 財 政 出
動 の 話は あ り ま せ ん ︒ 独 自 の
給 付 や対 応 策 が な い ま ま で 本
当に良いのでしょうか︒

収入減少や雇止めなどの深刻な事態が区民生活を脅かし
ています。区民にくらしに寄り添った支援強化こそ区の役
割です。そのため、①国保料値上げの中止②住民税と国保
料などの減免や徴収猶予などの実施③生活福祉資金特例貸
付（社会福祉協議会 無利子、最大８０万円まで 返済免
除の場合もある）、住居確保給付金など緩和された要件を
周知し利用を促進することなど求めています。また、生活
困窮に陥った場合、生活保護も利用することができます。
現行制度で新型コロナウィルス対応で使える制度の一部。

区に提出した共産党区議団の緊急要望の主な
内容をお知らせします。（全文は区議団か横山
のホームページでご覧にいただけます）
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区役所の各窓口に感染防止対策
として﹁３密﹂を回避するための
ビニールのカーテンが下がってい
ます︒確かに窓口での相談や手続
きは︑時間がかかります︒しかし︑
転出入や国保︑保育園︑融資など
区民サービスの手続きは欠かせま
せん︒今回区は︑戸籍・住民手続
き税金国民健康保険・後期高齢者
医療制度・国民年金介護保険高齢
者障がい者健康・医療子育て・教
育防犯・防災交通・自転車など多
くの手続きを郵送やインターネッ

☆レストランさくら
の営業休止の貼紙
☆経営支援課の窓口

トでできるように案内しています︒
問い合わせてください︒そんな中︑
区役所の地下食堂・売店も４月
日から臨時休業︒安価でバランス
の良いメニューでご高齢の方もよ
く来ていたのですが︒︵横山幸次︶
20
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☆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
今後の法律相談 ５月11日（月）
※５月は連休のため第２月曜です。
◎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。

