仁風保育園感染状況（区発表）
園児 職員
5月24日(月)

2

25日(火)

1

26日(水)

1

27日(木) 7
2
28日(金) 3
1
全園児職員
P C R検査
29日(土) 4
3
31日(月) 1
2
※その後６月１日職員１名陽性確認
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28
を確認・保護によって︑感染拡
大を抑えることを求めてきまし
た︒いま検査拡大の緊急性がま
すます明らかになっています︒

前倒し予約開始日
①基礎疾患がある方・高齢者施設等
従事者 ６月19日（土）
②55 歳以上 65 歳未満 ６月28日（月）
③45 歳以上 55 歳未満 ７月 ２日（金）
④35 歳以上 45 歳未満 ７月 ６日（火）
⑤25 歳以上 35 歳未満 ７月10日（土）
⑥16 歳以上 25 歳未満 ７月14日（水）
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緊急事態宣言の延長だから
こそ補償の抜本拡充を

電子申請（6月7日に区ホームページで公開）で申し込み
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﹁協力金が届かない﹂﹁補償
が少なすぎる﹂など緊急事態宣
言の再延長に︑中小・小規模事
業者は︑いよいよ崖っぷちです︒
国に持続化給付金などの再開︑
都に独自の応援金の実施を求め
るとともに︑区として独自の事
業継続支援を実施することが緊
急となっています︒

※先行送付は、ワクチン相談センター（電話：0800-666-7777）、
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なし﹂としてＰＣＲ検査も休校
措置もありませんでしたが︑
日になって生徒・教職員全員の
検査実施と休校を決めました︒
また︑仁風保育園でも５月
日現在︑ 名の感染者が出てい
ます︒感染した園児の約２割に
症状があり心配です︒また多数
の職員も感染︑入院している方
も出ています︵上表参照︶︒
日本共産党区議団は︑繰り返
し議会質問︑申し入れの中で︑
学校や保育︑介護・福祉の現場
で職員と利用者含めＰＣＲ検査
を定期的︑頻回で行い︑感染者

荒川区は、政府の要請もあって、基礎疾患がある
方・高齢者施設等で従事している方、６５歳未満の
方への接種券を約１か月間前倒しして発送すること
になりました。
☆接種券の発送は、６月１８日（金）です。
☆基礎疾患のある方、高齢者施設等従事者の接種券
の先行送付を受け付けます。
先行送付申込期間６月７日（月）〜１３日（日）

東京には︑まだ梅雨入り宣言は︑
出ていません︵このニュースが届
く頃には入梅？︶︒しかし︑街の
路地や公園︑空き地などに季節の
変化を告げる花が見られます︒梅
雨といえば︑様々な形︑色を織り
なす紫陽花が代表格でしょう︒
そんなおり︑事務所の横の空
き地に毎年のように咲いてい
るドクダミを眺め︑名前とは
裏腹な可憐な花を接写したり
していました︒ふと考えると
ドクダミにはいつもこの季節
に花をつけます︒調べると５
月ころから夏にかけて花をつ

☆上はドクダミの花、
下は事務所側の群生…
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区の対応
希望者にPCR
検査
5/31まで当該
クラス休園
6/8まで臨時
休園決定

区の発表では︑直近一週間で
感染者︑陽性率は若干増加とい
う状況が続いています︒
同時に︑学校や保育園でクラ
スターともいえる状況が生まれ
ています︒
諏訪台中学校では︑５月 日
に生徒 名の感染を確認︑ 日
までに生徒５名・教職員３名と
なりました︒区は﹁濃厚接触者

荒川区の感染状況
◆ 新規感染者の傾向
（直近１週間５/２０〜２６））
・緊急事態宣言延長後は、新規感染者数
が若干増加しています（７５人→８０人）。
・幅広い年代で感染。２０代が最多で、２
０％超となっています。
・接触歴なしが６０％超。接触歴ありでは
家族関連が半数以上となっています。
◆ PCR 検査の傾向
・PCR 検査数は、ほぼ横ばい。陽性率は
若干増加しています。
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☆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。

裏面 区のバリアフリー
基本構想更新、プレミア
付共通お買い物券…など

けるようです︒湿気を好む性質か
ら梅雨との相性もいいのでしょう︒
しかもドクダミは古来薬草︑食用
としての用いられてきました︒匂
いのきつい草ですが︑なんとなく
愛らしく感じます︒ 横山幸次

６月７日(月)
７月５日(月)
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。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

荒川区は﹁バリアフリー基本 屋駅・区役所周辺地域で ％と
構想﹂を更新しました︒
しています︒しかし達成率を実
基本的には︑移動の自由を確 感できるでしょうか︒区民や利
保するための対策︵交通バリア 用者の目で総点検が必要です︒
フリー法に基づく︶であり︑国︑ コミバスさくら 運行確保
｢
｣
都︑区とともに鉄道︑公共交通 に補助金の検討も必要では
事業者︵鉄道︑バスなど︶など
の役割が大きいと言えます︒
全体の達成率は︑２０１９年
度で指定４地域平均で ％︑町
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構想にはありませんが︑移動
の自由確保のためには︑コミバ
スさくらの運行確保が欠かせま
せん︒コロナ禍での利用者減も
あり︑京成バスは︑減便や路線
廃止を行ってきました︒コミバ
スは︑京成バスの自主運行です︒
採算が取れなければ撤退もあり
えます︒移動の自由を保障する
公 共交通 機関 の確 保の
た めに補 助金 の検 討も
必 要な段 階に 来て いる
のではないでしょか︒

荒川区議会6月会議は、6月22日から7月8日まで
開催される予定です。都議会議員選挙（6月25日告
示・7月4日投票）と重なりますが、コロナ対策は
じめ区議会でみなさんの願いを実らせるために力
を尽くします。
また、論戦では、「東京五輪をこのまま開催し
てよいのか」「未だに協力金が支給されない」
「学校、保育園での検査拡大を」など都政や都議
選にも関わるみなさんの声をしっかり届けるため
にがんばります。
今回の議会には、区長から補正予算・区税条例
・障害児通所施設の越準条例・政務活動費交付条
例・包括外部監奄契約・宮前公園第二期工事請負
契約など提案される予定です。区民の目線に立っ
て審議してまいります。
みなさんのご意見をお寄せください。

【公共交通特定事業】
・駅などのバリアフリー設備（エレベー
ター、点字ブロックなど）整備
・バスや電車のバリアフリー化
・その他駅ホームにおける安全設備（案
内サイン、ホームドアなど）整備
【道路特定事業】
・道路バリアフリー化の施設・工作物
（歩道、道路用エレベーター、通行経路
の案内標識など）設置
・バリアフリー化のために必要な道路構
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造の改良（歩道拡幅、路面構造改善など）
【都市公園特定事業】
・都市公園のバリアフリー化に必要なト
イレ、出入口、園路などの整備
【交通安全特定事業】
・バリアフリー化のために必要な信号機、
道路標識又は道路標示の設置
【建築物特定事業】
・バリアフリー化のために必要な建築物
特定施設（出入口、廊下、階段、スロー
プ、エレベーター、トイレなど）の整備

区内商店街等を支援するため︑１万円で１万２千円分の
買い物ができる区内共通お買い物券を販売します︒

徳島大学の山本哲也准
教授グループが今年２月
実施の︵緊急事態宣言が
発令の 都府県約２万人
対象︶コロナ禍の心理面
の影響調査で︑ 歳から
歳までの約２１０００
人が気分が落ち込むなど
﹁治療が必要な抑うつ状
態﹂と推定された人の割
合は ・８％に達してい
ました︒﹁ストレス状態﹂
と推定された割合も︑
％と半数近くにのぼって
いました︒将来不安解消
に向けた早期の支援策が
必要となっています︒
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