日本共産党荒川区議団は︑新
区民の不安や暮らしへの困難
型コロナウイルスの感染が急速 が広がる中で︑区の対応がきわ
に拡大する中︑年末年始対策も めて重要となっています︒くら
含めた来年度予算編成を待たず しと命を守る基礎自治体である
に緊急に対応すべき要望を区に 区として︑来年度予算編成を待
提出しました︵下３つの囲み︶︒ たずに直ちに年末年始対策も含
政府の感染症対策分科会の尾 めた緊急的な対応が必要です︒
身会長は﹁個人の努力に頼るス
みなさんのご意見をお寄せく
テージは過ぎた﹂と国や自治体 ださい︒
に対策強化を求めました︒
人の移動によってウイル
ス感染が拡大することは
疫学的にも明らかです︒
しかし菅政権は︑ＰＣＲ
検査拡大には触れず︑い
ちばん懸念されている
﹁﹁Ｇｏ Ｔｏ トラベル﹂
もそのままです︒
いま国︑地方問わず感
染防止対策に全力を挙げ
ることこそ政治の最大の
仕事です︒

申入れを行う共産党区議団

来年度予算編成に向けて区民アンケー
トをお願いしています。アンケート用紙
と封筒をお届けしています。
また今回から「Webアン
ケート」も併用して実施
しています。右のQRコー
ドからサイトに入れます。

１、ＰＣＲ検査をはじめコロナ
感染拡大防止に総力をあげ
て検査など拡充を
①定期的なＰＣＲ検査を介護、障害者
施設だけでなく保育園、学校などに思
い切って拡大すること。そのための検
査会社の誘致も含め検査体制を拡充
すること。
②保健所について感染ルートの追跡
を行う独自の職員の確保、保健師な
ど専門職の増員を行うこと。その際、
乳幼児健診や精神保健など通常業務
に支障が生じないことを前提に増員
を行うこと。

※要望したＰＣＲ検査拡充や区内事業者支援で補
正予算を組まなくても５億円余を直ちに使うこと
が可能です。（11月20日現在）

③陽性者はもとより
濃厚接触者につい
ても、ホテルなどで
の保護を確実に行
える体制を直ちに確保すること。
④ひとり親などの家庭内での感染に
よって、残された子どもなどについて
の保護を確実に行うこと。
⑤医療、介護、保育などの各施設が
感染拡大に伴った感染防止対策がで
きるだけの衛生資材を確保できるよう
支援を強化すること。
⑥年末年始の休暇中の相談、検査、
保護の体制について確保すること。

墨田区 保健所体制６倍化
保健所の感染症体制を拡充
▽３月時点医師１人︑保健師３
人︑事務局６人の 人体制←
月現在︑医師３人︑保健師 人︑
事務局 人︑統括保健師１人の
人体制で６倍化へ︒
緊急時に一日１０００件のＰ
ＣＲ検査に対応します

江戸川区
月から重症化リス
クの高い施設で働く職員２万２
千人を対象に﹁施設巡回ＰＣＲ検
査﹂を実施︒︵高齢者︑障害者
関連だけでなく︑幼
稚園︑保育園︑学校
も対象︶費用６８０
０万円は区が負担⁝︒
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2020 年度感染症対策予備費の状況
当初予算2億円＋補正予算8億円＝10億円
既に使った予備費
651,731
予備費残額
348,269
※今後国や都から戻ってくる金
155,251
額（ひとり親臨時給付金など）
太線内合計５億円余が執行可能な金額
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２、区内中小事業者の事
業継続と地域経済を守る
ために
①国に持続化給付金制度につい
て売り上げ減少を対象にするなど
の要件緩和、家賃支援給付金の
迅速な給付を求めること。
②区として、人件費、家賃、リース
料、コロナ対策の設備投資・消耗
品など幅広く活用できる（仮称）
「事業継続支援補助制度」を年内
に創設を決断すること。
③区のコロナ関連融資を金利ゼロ

３、思い切ったくらし応援を
①低所得世帯への家賃助成を直
ちに具体化すること。ひとり親世帯
については、年内に具体化、実施
を決断すること。
②ひとり親世帯など低所得層への
追加の給付を年内に実施すること。
③学校給食無料化の段階的な実
施も含めて年内に決断すること。
④政府に対し生活福祉資金貸付

にすること。その際、遡って適用す
ること。
④住宅リフォーム助成、店舗リニュー
アル助成制度の創設を年内に決
断すること。
⑤政府に対し持続化給付金、家賃
支援給付金の延長と条件緩和を
求めること。
⑥都の営業短縮要請について、
各店舗の実態を区
としてつかみ必要
な支援を行うこと。

特例貸付の期間延期と住宅確保
給付金の条件緩和を求めること。
⑤ひとり親や生活困窮世帯などへ
の食糧支援などの取り組みを拡充
すること。
⑥年末年始の相談窓口や緊急対
応の体制を確保すること。とりわけ
急迫した状況への
対応ができるように
すること。
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尾久の原公園も
秋から冬へ衣替え
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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

パソコンでの作業に疲れて
尾久の原公園へ。ススキの穂
もすっかり枯れています。冬
には鴨が集まる水たまりは干
上がったままです。コロナ渦
でも自然はゆっくりと冬支度。

西日暮里再開発地区２・５㌶
には旧道灌中跡地など公有地０
・６㌶︑道路約０・８㌶を合わ
せて６割が区民の土地︒三河島
北も旧真土小跡地０・ ㌶で区
が最大地権者︒町屋︑日暮里な
どの再開発にはなかったことで
す︒区民の土地の使い方ですか
ら︑区民合意が必須条件です︒
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区は︑﹁準備組合でやってい
る﹂と逃げますが︑実態は︑区
と参加事業者︵大手不動産会社
など︶が推進していることは自
明のことです︒資金計画も含め
区民はもとより議会にも全容を
知らせていません︒税収減で区
財政が困難としつつ︑区予算の
３分の一近い税金をつぎ込む開
発です︒問題が山積する計画は︑
いったん立ち止まって見直すこ
とが必要ではないでしょうか︒
コロナ感染が拡大しているだ
けに最優先は命と暮らしを守る
仕事ではない
でしょうか︒

☆右は真土小思
い出広場︑左は︑
西日暮里駅前
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毎月第１月曜･午後６時〜８時
横山幸次区議事務所

次回は、1月は正月のため

１月１４日（木）に変更します

※お急ぎの方は、ご連絡下さい。

痛感する日々です︒詳しくは︑吉
村昭記念文学館のホームページで
ご覧ください︒
︵横山幸次︶

☆横山区議事務所 定例法律相談

荒川区都市計画審議会
での意見は⁝
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荒川区は︑西日暮里駅前再開
発は３月中︑三河島駅前北地区
は５月中に都市計画決定を強行
する予定です︒そのため 月
日に三河島北地区の事前説明の
荒川区都市計画審議会が開催さ
れました︒しかし区民委員から
多くの意見が出されました︒区
は︑こうした声に真摯に向き合
うべきです︒
〇誰のためにやるのか︒住民が
住みやすい︑区に愛情が持てる
よう︑今の住民あっての荒川区︑
区民目線を忘れないでほしい︒
〇南に高層ビルが出来て風害も
ひどい︒
〇真土小跡がふれあい広場になっ
て︑子どもたちも走り回れる︒
お年寄りも憩いの場︒なくなる
ことを危惧している︒
〇旧真土小の土地は区民の土地︒
〇半径５００ｍの住民に限らず
説明・意見聴取が必要だと思う︒
〇準備組合が進めているという
が荒川区の立ち位置はどこか︒
区がしかるべき説明を行うべ
きである︒
〇南と北は常磐線で分断されて
いて行き来が不便︒このまま開
発して街をつくっても賑わいは
出来ないのではないか︒
〇 学校 跡 地 へ の住
民 の思 い が あ る︒
屋 上の 有 効 活 用で
交 流ス ペ ー ス の検
討が必要である︒
⁝などなど

えほん館で開催

原画展 「ぜんぶ、堀内誠一」

コロナ渦で様々なイベントが中
止になっています︒感染拡大で出
かけるのも躊躇されます︒
そんな中︑ゆいの森にある吉村
昭記念文学館が﹁戦後 年戦史の
証言者たち﹂のＷＥＢ展示を常時
公開しています︒﹁戦艦武蔵﹂で
知られる吉村昭です︒戦時下で苦
悩し翻弄されされる市井の人々の
目や声から史実に基づき︵時には
解明し︶緻密に歴史を紡いでいく
吉村文学に触れる機会にしてはい
かがですか︒ＷＥＢですので安心
です︒菅政権の下で︑学術会議会
員の任命拒否が行われ︑時の権力
への批判を許さない動きがあるだ
けに︑歴史を学ぶことが大事だと

（１２月５日〜１月２４日まで）
「読書を愛するまち・あらかわ」宣言２周年を記念して、
『ぐるんぱのようちえん』『たろうのおでかけ』（福音館
書店）など、絵本作家、また「anan」「BRUTUS」など、雑
誌のアートディレクターとして卓越したセンスを発揮した
堀内誠一の15の著作から原画を展示します。
※「ゆいの森」ホームページより
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西日暮里の場合権利者は区も
含めて ︑内推進依頼提出は６
割強です︒しかも 戸
の分譲マンションは１
つの権利しかカウント
されません︒地図上の
番地︑ 番地︑ 番
地の地権者からは︑再
開発地域から除外して
ほしい旨の陳情が提出
されました︒反対︑見
直しなどの陳情も多く
出されています︒地域
内の合意も不十分です︒
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