5月24日 集団接種会場において高齢者の接種を開始（集団接種）
65歳以上75歳未満高齢者（24,000人）へ接種券を郵送、予
5月26日
約を開始

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

※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】
①常設… 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
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接種が出来ないか﹂医師会がア
ンケートを行っています︒﹁個
別接種を考えている﹂と ％が
回答しています︒しかしワクチ
ンの保管や副反応への対応とと
もに︑医療従事者の接種が遅れ
ている中で︑高齢者に接種を行
うことへの疑問・不安の声が少
なくないようです︒政府や東京
都の責任で︑迅速な対応が求め
られます︒

5月17日 75歳以上高齢者のワクチン接種の予約を開始
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区は電話 回線用意 ⁝申し
込み︑予約はどうなる

5月12日 75歳以上の高齢者（25,000人）へ接種券を郵送

緊急事態宣言の中︑荒川区で
も感染拡大が止まりません︵左
グラフ参照︶︒変異株の拡大が
広がっているだけに感染の封じ
込めに全力を上げるときです︒
同時に︑ワクチン接種の動向に
関心が集まっています︒
ワクチンの配分は︑東京都全
体で５月 日と 日の週の配分
で調整が行われ︑荒川区には合
計で 箱到着することになりま
した︒これで 歳以上２回接種
分は確保されました︒

5月10日 高齢者施設入所者（1,900人）から接種を開始

予約の申し込みが殺到し︑受
け付けがパンクした自治体のこ
とが報じられました︒朝から何
十回もかけているが電話が繋が
らないと役所に人が殺到するな
どの事態が起きたようです︒
荒川区は︑電話を 回線用意
して対応する予定ですが︑どう

荒川区ワクチン接種申し込みなどのスケジュール

医療関係者への接種は？

区内医療機関では４月 日現
在で接種が完了しているのは東
京女子医大のみでした︒他の医
療機関の分もやっと医師会に届
き︑接種が始まっています︒
区民へのワクチン接種につい
て２月に﹁医療機関ごとの個別
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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

②臨時…（ 土日のみ実施）5月29日から第七峡田小学校(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。

緊急事態宣言を解除する際 りワクチン頼みでなく︑検査
の感染者数と経済的な損失に の拡大と保護︑補償の徹底で
ついて東京大学の仲田泰祐准 の封じ込めが必要です︒
教授らグループがシミュレー
ションを行い︑感染者数が十
分に減らないまま宣言を解除
すると再び感染拡大を招き︑
経済的な損失も膨らむとする
計算結果を公表︵下グラフ︶︒
仲田准教授は︑条件や想定次
第で結果が大きく変わること
に注意が必要だとし﹁緊急事
態宣言を発令する以上︑でき
るだけ感染者数を下げること
が︑感染対策だけでなく中長
期的な経済活動の観点からも
重要﹂と話しています︒やは
２０２１年 ５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

なっていくのか︑
心配です︒
区内 才以上高
齢者︵５万人︶の
ワクチン接種︵２回︶が完了す
るのは現在の体制で順調に推移
したとしても７月までかかるか
もしれません︒
荒川区はＭＲＴ︵日本最大級
の医師・看護師人材紹介会社︶
に医師延べ３０７０人・看護師
延べ８１００人︑荒川区医師会
に医師延べ２３６０人を要請し
ています︒全都全国で一斉に行
われているだけに人材確保は︑
大丈夫でしょうか︒
いずれにしても丁寧な周知と
接種のための体制確保と支援が
必要です︒

め7月以降は会場を男女平等推進センターに移行)

65

ワクチン接種は重要ですが、効果が出るには時間がかかりま
す。同時に必要なことは感染の封じ込めに向けた、十分な「検
査」「保護」「補償」が必要です。国た都の対策が行き届かな
ければ、区として区民に寄り添った支援の具体化も必要です。
こうした中、今後荒川区が新規に行う事業では…
①コロナ感染による自宅療養者への医療支援事業
電話による健康相談、必要に応じて医師の往診、処方が受け
られる体制確保（９月30日まで）。
②介護事業所、障害者事業所の職員などへ検査拡大を計画中。
などあります。しかしこれだけでよいのでしょうか。
２３区でも無症状者のPCR検査を補助する自治体も増えてい
ます。千代田区＝65歳以上・基礎疾患を持つ人などへ検査費用
1回2万円上限で3回まで、足立区＝高齢者への1回2000円、区内
で検査できる医療機関を公表するなどです。
荒川区でも検査の規模を拡大することで、感染
拡大を抑え込む取り組みの強化が必要です。

裏面 陳情審査も結果、まちの話題あれこれ（番外編）…など
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４月 日開会の区議会本会議
で︑﹁荒川区におけるパートナー
シップの認証制度および性的少
数者に関する諸問題への取組み
に関する陳情書﹂が賛成 反対
で採択されました︒

区議会で採択されたことは大
きな意味があります︒
陳情採択で荒川区には陳情趣
旨に基づく具体化が求められま
す︒日本共産党区議団は︑早く
から性的マイノリティ当事者の
みなさんとの懇談も重ね︑ジェ
ンダー平等やパートナーシップ
制度などの導入を区議会などの
場で求めてきました︒早期実現
へ︑採択に賛成した会派や議員
のみなさんとも力を合わせます︒
２０１５年︑東京の渋谷区と
世田谷区で︑同性カップルを自
治体が証明したり︑宣誓を受け
付けたりなどできるようになり︑
４月 日現在で１００自治体で
実施しています︒多様性が尊重
され︑誰もが住みやすい荒川区
をめざします︒
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3月17日、北海道の同性カップル３組が国を相
手取った訴訟について、札幌地裁武部知子裁判長
は「異性愛者と同性愛者の差異は性的思考が異な
ることのみ」「性的指向は自分で選べるものでは
ない。圧倒的多数派である異性愛者の理解と許容
がなければ、同性カップルの婚姻による法的な利
益を一部であっても受けられないのは、同性愛者
への保護が異性愛者と比較してあまりにも欠ける
と言わざるを得ない」「法律上、同性カップルが
結婚できないことは法の下の平等を定めた憲法14
条には違反する」という歴史的な判決を下しまし
た。
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陳情の趣旨
荒川区で、同性同士で生活する者を含め家
族として扱う「パートナーシップの認証制度」
を早期に創設し、その存在を公に認めること
で、性的少数者にとっても住みやすい、魅力
あるまちづくりをしてください。また荒川区
の「荒川区男女共同参画社会推進計画」及び
「荒川区人権推進指針」に性的マイノリティ
に関する施策を盛り込んでください。

４月 日︑区議会本会議
にはパートナーシップ認証
制度に関する陳情とともに︑
核兵器禁止条約に署名・批
准を求める陳情書の採決が
行われました︒審査した総
務企画委員会で採択︑趣旨
採択︑不採択のいずれも過
半数に達せず﹁三者三様﹂
の結果でした︒▼公明党区
議団 は︑本会 議の討 論で
﹁北朝鮮ミサイル発射﹂な
ど例に米国の抑止力で安全
が保たれており﹁核兵器禁
止条約への署名は現在の安
全保障を放棄する﹂ものな
どとして趣旨採択を主張︒
本会議の採択は﹁三者三様﹂
でした︒そのため採択と不
採択だけの採決となりまし
たが公明党が棄権したため
採択︑不採択とも過半数に
ならず議決に至りませんで
した︒▼核抑止力は︑核兵
器の使用を前提とした威嚇
の政策に他なりません︒し
かも際限のない核軍拡競争
に陥る論理です︒核兵器禁
止条約は︑﹁核兵器は違法﹂
として核兵器保有国や︑核
兵器に依存する国を︑﹁国
際法違反の国﹂とするもの
です︒こうした意義を持つ
条約の署名︑批准を広げて
こそ︑核兵器廃絶の道が開
けるのではないでしょうか︒
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かつての町屋２丁目防災広場が
町屋２丁目公園に生まれ変わって
だいぶ経ちます︒密集市街地に公
園ができると景色も変わり︑防災
上も重要です︒近隣の保育園︵園
庭がない︶の園庭代わりになり︑
子どもたちがお散歩に来るようで
す︒ところで︑この公園の正面に
食い込むように木造の老朽家屋が
長らく建っていまし
た︒区は︑取得した
と思っていたようで
すが︑時間がかかり
ました︒そこには日々
の暮らしもあったの
でしょう︒住んでい
た方がどうなったか
知る由もありません
が︑何らかの理由で
更地になったのでしょ

☆定例法律相談

◎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。

う︒区は︑今年度中に取得して公
園の拡張用地として整備したいと
のことでした︒地域の憩いの場と
しても防災面でも大切な空間であっ
てほしいものです︒ ︵横山幸次︶

毎月第１月曜･午後６時〜８時
横山幸次区議事務所

