１月 日︑日本共産党区 隔６ヶ月とワクチン供給状
議団は︑西川区長あてに新 況に左右されますが︑高齢
型コロナウィルスオミクロ 者や基礎疾患のある方︑エッ
ン株の急激な感染拡大に対 センシャルワーカー等に迅
し︑保健所体制強化︑検査 速な接種が必要です︒ワク
の抜本拡充︑ワクチン接種︑ チン３目接種は始まったば
暮らし支援に関する緊急申 かりで︑２月末でやっと２
し入れを行いました︒
割程度の接種予定︒第６波
全国︑東京で新規感染者 のピークに間に合いません︒
過去最高を更新のニュース やはり検査の徹底が肝心で
が飛び込んでんきます︒
す︒杉並区では図書館職員
区内でも介護事業所のク が保健所の応援体制に招集
ラスターで入院となった利 され︑図書館が休館すると
用者もおり︑リスクの高い いう事態がおこっています︒
方々を感染させない対策の 保健所をはじめ職員体制の
強化が必要です︒また︑ワ 拡充は︑引き続き最重要課
クチンの３回目接種は︑間 題となっています︒
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・子育て世帯への支援拡大②中学校卒業
後も荒川区が子どもたちとつながりを持
つ大事な制度③対象年齢が 歳までの児
童福祉法の理念実現という考えに基づい
て区に実現を求めてきました︒
今回︑東京都の補助金が決まりました︒
荒 川区 とし て １
年 前倒 で実 施 し
て はど うで し ょ
うか︒子育て世
帯は︑コロナ禍で厳しい状況に置かれて
います︒この春から実施する決断は︑コ
ロナ禍での素敵なプレゼン
トになると思います︒区民
に寄り添った区の決断を求
めたいと思います︒

荒川区は︑全国で３番めに
人口密度の高い自治体です︒
しかもその多くを木造密集地
域が占めるという︑地震など
に脆弱な地域という特徴も持っ
ています︒公園面積も少なく
公共施設の建替えなども大変
に苦労しています︒古くなっ
た区立特別養護老人ホームの
建替えも必要です
が代替え用地が見
つかりません︒一
方で︑西日暮里再
開発で中学校跡地︑
区立保育園・デイ
サービスセンター
を廃止して再開発
の種地に差し出す
区の姿勢は大問題

日本共産党は荒川区でも東京都でも︑
議会質問や条例提案を行うなど 才まで
の医療費を無料化の拡大を求めてきまし
た︒都道府県単位で 歳まで医療費助成
の対象としているのは福島・茨城・静岡
・鳥取の４県でしたが︑ついに都民の声
が動かしました︒
報道によると 年
度予算案に約７億円
を計上してシステム
改修に着手︑合意が得られた区市町村に
は 年４月から順次︑都助成を開始する
計画で︑対象拡大による追加支出を︑年
間 億円前後と計算しています︒
日本共産党荒川区議団は︑ 歳までの
医療費無料化について①子ども貧困対策
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１、人員増など、保健所の要望に即刻応
えられる態勢を充実すること
２、感染拡大を可能な限り防止するため
の検査について
①高齢者施設や障がい
者施設などリスクの高
い人が利用する施設に
おいては、定期的検査
を実施すること
②事業所が利用者・従業員等に対し独
自に検査を行った場合に、費用を補助
すること
③希望する区民や、区内在勤・在学者
に対し、抗原検査キットの無料配布を
実施すること
④区独自のPCR検査センターの再設置を
検討すること
⑤濃厚接触者の検査は医師の判断に関
わらず公費負担で行えることを区民や
区内医療機関へ周知すること
３、ワクチンの３回目接種について
①区として、可能な限り迅速に接種を
実施すること
②住民票がない人に対し、接種実施の

周知を徹底すること
③ワクチン未接種者に対し、差別が起
こらないよう合理的配慮を徹底するこ
と
④医療機関の現状を鑑み、集団接種会
場の増設の検討を行うこと
４、事業所等への支援について
①高齢者・障がい者施設をはじめ、保
育園・幼稚園・学校、医療機関など、
現場の要望を聞き取り可能な限り実現
すること。希望する事業所に対し、マ
スク・手袋など感染防止用具の配布を
実施・拡充すること
５、区民のくらし支援について
①感染の心配で保育園等
を休む世帯への保育料減
免は、当面日割りで行い、
１月に関して遡って対応
すること
②「小学校休業等対応助成金」につい
て、学校・保育園等の保護者へ広く周
知し、活用を呼びかけること。また、
区内事業者に対しても周知を行い、保
護者が利用しやすい環境をつくること
③区民サービスの低下を可能な限り抑
える態勢をすぐにつくること

定例法律相談
２月７日（月）
№８２２

１８時〜２０時
横山区議事務所
お気軽にご相談を

２０２２年１月３０日
日本共産党荒川区議会議員団
区役所控室 ３８０２−４６２７
☆横山事務所 ℡&fax
３８０５−０５０４
荒川区町屋５−３−５

です︒地域に目を向けると町
屋７丁目の都市公園用地︵写
真下︶はやっと動き出すよう
です︒また︑町屋８丁目都営
住宅そばの都有地︵写真上︶
は全く動く気配がありません︒
区も都も区民の意見を十分聞
いて事業を進めてほしいと思
うのですが︒
横山幸次
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だけでした。区は、欠
席者も多いなどから有
料化を検討しているよ
うです。
みなさんのご意見をお
寄せください。

第八峡田小学校と第一峡
受付などは︑業務委託を りや遊びの提供
田小学校を統廃合して︑一 考えていますが︑生涯学習 など︑区の直営
峡の敷地に現峡田小学校を センターを直営に戻すこと 事業がが強固で
建設︒八峡はそのまま残し で年間１０００万〜２００ なければ︑命も
て﹃生涯学習センター﹄と ０万円の経費削減になると 暮らしも守れな
して１９９７年７月１日に いうことです︒
いことが明らか
オープンしました︒
これまで民間のノウハウ になりました︒
２００３年まで区直営で を生かし経費縮減にもつな
指定管理制度導入から
したが︑２００４年からは がるとして︑業務委託や指 年︑﹁官から民へ﹂につい
㈱読売・日本テレビ文化セ 定管理をすすめてきました︒ て改めて全分野の区施設で
ンターに業務委託︑その後 しかし︑コロナ禍で保健所 も検証︑見直しが必要では
指定管理で運営しています︒ はもとより︑区民サービス ないでしょうか︒
一方︑荒川コミュニティ や地域の子どもたちの見守
カレッジ講座は︑サンパー
ル荒川６階研修室を中心に
開設以来 年間︑直営で開
催してきました︒
２０２３年４月１日から
生涯学習センターの機能と
コミュニティカレッジを統
一して︑区直営に戻して新
しく運営を行うことになり
ます︒

区民カレッジが「有料化」？

10

3,439,950,000円

10

コロナ感染拡大も３年目に入ってしまい
ました︒区内経済の主役である中小業者の
みなさんは︑大変なご苦労も続いています︒
荒川区の制度融資も借りて何とか急場を
しのいでいます︒平常時は１００億円程の
融資が︑２０２２年 月現在では１６３億
円となっています︒
区 の融 資 だけ で な
く 国 や都 の 融資 も 多
く 借 りて い るの が 実
態 で す︒ 返 済時 期 が
来 た 時に 経 済が ど う
な て いる の か︑ 仕 事
が 持 ちこ た えら れ て
いるのか心配です︒
営 業の 体 力を ど う
つ け てい く か︒ 事 業
継 続 のた め の支 援 が
今後ま す
ます重 要
になり ま
す︒

100,774,000円

(2020年4月15日〜現在も受付中)

329件

設備投資支援(2021・12・28現在)

9,301,460,000円

2021年1月18日〜現在も受付中

1360件

経済急変対応融資(2021・11・13現在)

融資実行額

荒川区のコロナ対応の支援事業実績
実行件数
コロナ対策融資
835件

(2020年2月3日〜2021年3月31日)
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申し込みが多く抽選になることもある区民カ
レッジ。下の「西洋美術早わかり」は定員６０
名に１１６名が申し込み。受講は無料、資料代

日本のＧＤＰデータは︑
国土交通省の統計改ざん
で５％かさ上げされてい
ると言われています︒そ
のかさ上げ分と言われる
５％を引くと１０５・６
と微増という計算になり
ます︒
さら に明 石 順平 氏は︑
ＧＤＰには他の数字も
﹁かさ上げ﹂されている
ため実際はマイナスの可
能性もあると指摘してい
ます︒
統計 改ざ ん の動 機がよ
く分かるグラフですね︒
アベノミクスは粉飾と改
ざんそのもです︒

▼申込書配布期間
２月１日（火）〜９日（水）
▼配布場所
区役所北庁舎住まい街づくり課、区役所１回総合窓口、各区
民事務所、各ふれあい館、ムーブ町屋、日暮里サニーホール
▼申込方法 締め切り
郵送で２月１６日（水）までに渋谷郵便局に届いたもの
【募集戸数など】
１、家族向け（ポイント方式）
１３７５戸 区内 町屋５、６丁目、西尾久、南千住をはじ
め区内全団地で２７戸
他に車椅子使用者世帯向 １５戸（区内なし）
２、単身者向、単身者車椅子使用者向、シルバーピア（抽選）
◎単身者向 ２４５戸
区内 町屋５丁目１、町屋６丁目１、西尾久８丁目１、西尾
久４丁目１戸、荒川８丁目１戸
室内病死などの住宅 西尾久８丁目１戸、町屋６丁目３戸
◎単身者車椅子 ５戸
◎シルバーピア単身向 ６８戸 区内 南千住４丁目１戸
◎他 シルバーピア世帯向 ２０戸 車椅子単身向 ５戸
申込用紙の記入などお手伝いしますので、ご連絡ください。

