区政報告
ニュース

№ ７７１

arajcp@tcn-catv.ne.jp

☆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。

する区民も少なくありません︒
こうしたところへのハード︑ソ
フト両面の支援強化が必要です︒ 情報伝達も大きな課題です︒
また避難所については︑学校 聞こえにくい行政防災無線を補
の場合︑体育館のスペース確保 うための防災ラジオ︵ＶＨＦ波︶
と間仕切りなども必要です︒ま は︑今年２月に事業者が撤退し
た︑罹患者︑疑症状者用の部屋 頓挫︒いま防災行政無線を聞け
などの具体化が必要です︒また︑ るのは︑ケーブルテレビの﹁あ
サンパールやサニーホール︑文 ら か わ チ ャ ン ネ ル ﹂ だ け で す
化センターなども公共施設も避 ︵ ％の世帯が加入︶︒全国で
難所として開設するとしていま は︑ポケベル波を使った防災ラ
す︒福祉避難所増設や改善もも ジオが使われています︒災害の
必要です︒
切迫度からも実現が急がれます︒

☆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
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７月 日︑区は﹁避難所等に
おける新型コロナウイルス等感
染症対応方針﹂について議会に
報告がありました︒

大地震や大規模水害の際︑避
難所の確保とともに感染拡大防
止として避難者の間隔が求めら
れます︒しかし国の基準︵一区
画９㎡・１〜２ｍ間隔︶では︑
想定避難者の収容は︑不可能で
す︒そのため方針では︑避難所
の増設に加えて在宅避難や親戚
・知人宅等︑分散避難を呼びか
けています︒しかし住宅避難に
は︑在宅耐震・不燃化が必須条
件ですが︑まだまだ遅れていま
す︒親戚も知人もいない︑ない
し近くにいない高齢者はじめと

２０２０年８月 ２日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６

７月29日、区の新型コロナ対策本部は、国の定額給付金
の基準日４月27日以降に生まれた新生児にも一人あたり10
万円を支給することを決めました。
※４月２７日時点に荒川区に住民登録があり、出生日の時
点まで引き続き住民登録を有している世帯
※来年４月１日生まれまで（詳しくは区のホームページで）
日本共産党区議団は、６月区議会の質問（斉藤くに子区
議）で、「4月27日以降の新生児にも独自に10万円の給付金
を支給すること」ことを求めました。区は、子育て世帯の
大変さを認識しつつクオカードの支給など行っており「国
の特別定額給付金の対象範囲を広げ、独自の支給を行う事
は考えていない」と答弁していました。しかし、この一ヶ
月余で方針が転換されました。それは、子
育て世帯の切実な声が、区政に届いた結果
だと思います。
引き続き、区民に寄り添った暮らし、営
業の支援策拡充のために力を尽くします。
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リニューアル工事中のあらかわ
遊園には︑ちょっと前まで﹁２０
２１年夏頃オープン予定﹂とあっ
たのですが今は﹁２０２２年春オー
プン﹂に変わっています︒先日区
議会に変更した理由が報告されま
した︒そこでは︑コロナ禍などと
ともに︑観覧車の下に巨大なコン
クリート塊が見つかりその除去に
時間が多くかかったということで
す︒旧観覧車を設置するときにわ
からなかったのでしょうか︒いず

※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 荒川区の新型コ
ロナ感染状況など…

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。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

れにしても子どもたちが楽しみに
しているあらかわ遊園のリニュー
アルです︒新しくなったあらかわ
遊園で遊ぶ子どもたちの笑顔を早
く見たいものです︒最後に︑議論
の中でリニューアル後の入園料の
﹁値上げ﹂論が出ていることも付
言しておきます︒みなさんのご意
見をお寄せください︒︵横山幸次︶

９月７日(月)

７月 日︑荒川区は︑区内の 実施し︑全員陰性となりホッと
新型コロナ感染状況について議 したところです︒
会に報告しました︒
実数は千代田区に次いで少な
それによると︑７月 日現在 いのですが︑ 日現在︑１万人
で荒川区内の感染者数は︑１５ 当たり６・ 人で 区中 位と
８人︑約 か月で 人以上増え︑ なっています︒
６月 日から見ると２倍に近づ
また陽性率は︑累計で６・８
いてます︒︵ 日現在では︑１ ％となっており︑６月 日現在
７５人︶
の５・８％から増加しています︒
この間︑介護施設や小学校︑
やはり区内でも感染拡大の徴
保育園・幼稚園 候がはっきり現れています︒
でも関係者の感
染が確認され︑
濃厚接触者だけ
でなく希望する
全ての関係者
︵クラスなど︶
のＰＣＲ検査を

荒川区内の年齢別など感染者数
10歳未満 1０代 2 0代 3 0代 4 0代 5 0代 6 0代 7 0代 8 0代 9 0代 100代
3人
2人 2 3人 3 4人 2 7人 2 0人 12人 17人 11人 7人 2人
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1.3% 14.5% 21.5% 17.1% 12.6% 7.6% 10.8% 7.0% 4.4% 1.3%
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男
7 9人
50. 0%

女
7 9人
50. 0%

有症状
113人
71.5%

無症状
2 6人
16. 5%

（6月11日時点５・８％）
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示が︑感染対策の土台です︒
同時に︑医療︑介護︑福祉︑
学校︑保育園︑幼稚園など集団
感染のリスクが高い施設の職員
など関係者のＰＣＲ検査を公費
で定期的に繰り返しおこなえる
体制づくりが急がれます︒﹁い
つでも︑どこでも︑何度でも﹂
検査を実施するときです︒

〇東京都
： 6・5％（7／21時点）
新宿区
：32・2％（7／ 6〜12）
中野区
：14・9％（7／13〜18）
世田谷区 ：13・7％（7／17〜23）
千代田区 ：12・7％（7／13〜19）
足立区
： 9・6％（7／15〜21）
台東区
： 9・5％（7／13〜19）
墨田区
： 9・4％（7／21時点）
中央区
： 9・2％（7／12〜18）
北区
： 8・6％（7／11〜17）
品川区
： 7・1％（7／ 1〜17）
大田区
： 4・8％（7／13〜19）
杉並区
： 4・5％（7／13〜19）
八王子市 ：11・3％（7／13〜19）
町田市
： 2・5％（7／14〜20）
※荒川区は、７月25日現在 ６・８％
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荒川区が︑区内感染状況を明
らかにしたのは︑介護施設︑学
校︑保育園を除くと６月 日と
今回の２回だけ︒すでに多くの
区が︑検査数︑陽性率をホーム
ページに掲載
しています︒
やはり︑感染
状態の情報開

都内の陽性率（公開している自治体分）

不明
19人
12. 0%

７月 日︑コロナ新規感
染者が全国１２３７人
に達し︑拡大し続けて
います︒危機的とも言
える状況です︒
しかも過去と比べた
特徴は︑一都三県の比
率が少なくなり︑全国
に広がっていることが
明らかになっています︒
しかもこの新規感染者
については︑Ｇｏｔｏ
トラベルや４連休の状
況は反映されていませ
ん︒専門家の意見も無
視して強行したＧｏｔ
ｏトラベル︑経済優先
が何をもたらすか︑安
倍政権の責任がきびし
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☆区内感染状況（続報）
７月23日（木)、黒川学園・黒川幼稚舎の教
論1名が、新型コロナウイルスに感染している
ことが判明。感染拡大を防止する観点から、
当面８月４日（火）まで臨時休園。
感染者の経過 ７月21日（火)最後の出勤日。
22日（水)症状はないが親族の濃厚接触者とし
てPCR検査を実施，23日（木)陽性と判明。
対応 濃厚接触者へのPCR検査の実施
（結果は、全員陰性）

▽８月３日（月）から、ＪＯＢコーナー町屋に、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大の影響により、休業や解雇等
でお困りの方を対象に、職業相談窓口を開設します。
▽相談者の状況を把握して、日暮里専門ハローワーク等の
キャリアカウンセラーによるマンツーマン

く問われています︒

の個別就職支援や、職業適性検査・応募書
類作成・面接対策等の就職準備訓練を実施
するなどの就労支援を行います。

▽感染が拡大している状況を受け、登園自粛を継続する場
合の保育料については、登園日数に応じた日割り方式を８
月末まで継続します。

