緊急事態宣言が３月 日に解 にはなっていませんが︑学校︑
除︑２週間後には４月 日から 介護事業所︑障害者施設等で相
５月 日まで﹁まん延防止等重 次いで感染者が出ています︒
点措置﹂が発令されました︒再
やはり徹底した﹁検査﹂と感
び飲食店は営業時間が午後８時 染者の保護︑そして生業や暮ら
まで短縮︒これまでの協力金の しへの﹁補償﹂が必要です︒
申請は大変な上︑なかなか入っ
日本共産党は︑区議会でも都
てきません︒今回はコロナ対策 議会でも感染拡大地域での無症
リーダー養成講座を受けて回答︑ 状者への検査︑重症化しやすい
合格が要件です︒しかしこれま 方への定期検査を繰り返し求め
でと同じ︑飲食店だけを対象に てきました︒東京都は︑ようや
した時短要請本当に抑え込める くこの４月︑事業所や病院を対
のでしょうか︒
象に加え︑高齢者・障害者施設
荒川区の感染者数も右肩上が は週 回検査できるようにする
りで増加しています︒クラスター と発表しました︵下囲み参照︶︒
区としても東京都の計画をも と拡充にとりくむことが求めら
とに︑積極的に検査体制の強化 れています︒
11

12 21

荒川区におけるワクチン接種のスケジュール
5月10日 高齢者施設入所者から接種を開始
5月12日 75以上の高齢者へ接種券を郵送
75以上高齢者のワクチン接種予約開
5月17日
始
集団接種会場において高齢者への接
5月24日
種を開始
65以上75歳未満高齢者へ接種券を郵
5月26日
送、予約開始
お問い合わせ ワクチン接種コールセンター
0120-027-030 午前8時30分〜午後5時15分
土・日・祝 等を含む

※医療従事者もまだ10〜20％です。国のワクチ
ンの供給状況により変更の可能性もあります。
【接種会場】荒川総合スポーツセンター小体育
室・サンパール荒川5階・ムーブ町屋4階・ホテ
ルラングウッド6階・汐入公園防災備蓄倉庫・
都立大学荒川キャンパス1階体育館(周辺の改修工
事が予定されているため、7月以降は会場を男女平等推
進センターに移行)

土日のみ/第七峡田小学校(1階体育館)・尾久八
幡中学校(2階体育館)・尾久ふれあい館(4階多
目的室・レクホール)で順番に接種実施。
★かかりつけ医での個別接種も行うべきと求め
ていますが、荒川区では検討中。

1

声をあげ続け実現しました…
東京都の検査拡大へ一歩前進

☆新規施策
ク ラ ス タ ー が発生し やすい 事業所等 ５ 千件／週
療養病床を 有する 病院と 精神科病院 ７ 万件／週
☆施策の 拡充
高齢者施設１ ０ 万件／週
障害者施設１ 万件／週
（ こ れま で の 月１ 回を 週１ 回へ ）

開設から 年経過した町屋文化
センターの改修工事が今年９月か
ら行われる予定です︒
改修箇所以外の場所は︑随時利
用可能で︑順次工事を進めて行き
ます︒来年４月１日には全館リニュー
アルオープンの予定です︒表から
30

展示会・展覧会・講演会・発表会
ワークショップ・誰でもピアノなど

区政報告
ニュース

№ ７９８

２０２１年４月１８日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６
arajcp@tcn-catv.ne.jp

☆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
☆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。

※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 地域の学校、ﾌﾟﾚﾐｱ
付きお買い物券…など

入る場合のサインが新しく分かり
やすくなるようです︒また︑１階
入り口を入ったところに和の伝統
技法である縦格子のデザインした
飾り棚や床のサインも新しく作り
ます︒またこれまで暗かった２階
は︑ＬＥＤ照明で明るくするだけ
でなく︑展示会・展覧会・講演会
・発表会︑ワークショップ・誰で
もピアノなどの空間に整備すると
のことです︒さてどんな施設に生
まれ変わるのか︑楽しみです︒
横山幸次

５月10日(月)
横山事務所
18時〜20時
生活相談は、随時受け付け
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

453 原中
316

335 全区合計
43

63

246

228

1,558 1,578 9,008

8,982
大門小

全区合計

昨年
今年
小学校名

町屋区民事務所は︑で
きてから 年が経過して
います︒手狭︑トイレも
狭く︑エレベーターもあ
りません︒以前から建て
替えの話がありましたが︑
現在地では無理との判断
︵セットバックなどで更
に狭くなる︶︑適地も見
つからなかったようです︒
そのため区は︑町屋駅
前の ムーブ町 屋４階に 移転 ラリー︵会議室Ｂ︶は︑引
整備 する方針 を決めま した︒ き続き利用できるようにし
現 在のハイ ビジョン ルー ます︒
ム︵ 会議室Ａ ︶を執務 室︑
移転・開所は︑２０２３
隣接 のギャラ リー部分 を待 年としています︒今年度改
合・ 記入台ス ペースに する 修工事の設計と区民への周
計画です︒
知など行います︒
現在のスタジオやミニギャ
ご意見などお寄せ下さい︒

28

町屋区民事務所
築年 １９６６年（築５４年）
面積 敷地１６５㎡ 床面積３００㎡

都内では感染力が強いと
されるＮ５０１Ｙの変異が
あるウイルスの感染が４月
日までの１週間で感染
者の ・４％に達してい
ることが確認されました︒
２週間前は３％余りで︑
２週間で約９倍に増加︑
急速に感染が広がってい
ることがわかります︒
また新たにワクチンの
効き目を弱める免疫逃避
の可能性があるＥ４８４
Ｋという変異種も発見さ
れています︒東京都の変
異ウイルス検査は少なす
ぎます︒一刻も早くサー
11

54

☆お買物券取扱店舗
荒川区商店街連合会加盟店(約750店)
※一般券のうち、販売総額2,000万円分は事前申込販売
(Web・はがき)で７月上旬に引換販売を行う(販売場所は
サンポップマチヤ)
※特別券は対象者に引換券を郵送する。
【問い合わせ先】産業振興課商業振興係
電話番号：03-3802-3111（内線：468）

避けるという傾向もあるようで
す︒﹁学校自由化﹂賛成派から
は﹁学校間競争﹂﹁選ばれる学
校﹂がメリットととする一方︑
﹁地域に根ざした学校﹂という
矛盾した議論も出されます︒結
局︑様々な学校が抱える問題に
対して︑保護者や地域︑そして
学校が力を合わせて解決するの
でなく︑﹁その学校に行かない
ことで解決する﹂ということに
なっていないでしょうか︒
また︑少人数学級編制が大き
な流れになっている下で︑学校
選択制が教育環境整備に逆行す
る状況になっていないでしょう
か？検証と見直しが必要です︒
コロナの経済対策の一環として２種類のプレミア付き
お買い物券が販売されます。
★一般に販売するプレミアム率20%のお買い物券(一般券)
★ひとり親世帯と３歳未満の子どもがいる世帯に対して、
プレミアム率30%のお買い物券(特別券)を販売

２０２１年度の荒川区新入生
は︑小学校１︐５５８人︵昨年
比 人減︶︑中学校１︐１５０
人︵昨年比 人増︶でした︒
その中で通学区域外就学は︑
小学校２４７人︵ ・７％︶︑
中学校は２４１人︵ ％︶となっ
ています︒学区域以外を選んだ
理由は︑小中とも﹁学校までの
距離﹂﹁友人関係﹂などが上位
です︒加えて︑﹁学校の印象﹂
の理由もありますが︑いわゆる
﹁風評﹂によって特定の学校を

※４月１日現在の数字。
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57

291
62

51

263
69

第七峡田小

102
第五峡田小

82

15 14

1,150 1,104 3,352 3,228

357 第五中学校

201
359

255
65

65

今年

65

101

46

昨年
今年
昨年
今年
中学校名
昨年

第四峡田小

１〜３年生 計

１年生
１〜６年生合計

１年生
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２０２１年度の新入生などの状況（町屋地域の各学校と全区合計）

☆購入限度額 ３万円
☆お買い物券販売場所 区内商店街(約20か所)

発売日6月12日(土)10時〜

ベイランス︵調査・監視︶
の強化が必要です︒

