荒川区は︑２００４年尾久
西小で校庭全面芝生化を実施︒
その後四峡小など５校で全面
芝生化 ︑６校 で一部 芝生化
︵２００㎡程度︶されました︒
芝生化について︑色々ご意
見もあるようです︒
芝生は︑毎年種をまいて︑
春先から初夏まで養生期間が
必要で︑その間立入禁止になっ
てしまいます︒そのため周辺
一部だけ芝生化にしていると
ころが生まれました︒区内の
学校は校庭も狭く︑養生期間
中立入禁止では子どもたちが
遊び︑運動するスペースがあ
りません︒そんなこともあり

ました︵左グラフ︶︒
継 続拡充とと もに︑ 過
この中で全産業合計で見 剰 債務に対す る軽減 や
ると６割以上が借入を行い︑ 免 除制度の実 施が必 要
帝国データバンクの調査 日︶では︑﹁コロナ後に債 そのうちほぼ８割が新型コ です︒
︵２月１４〜２８日︶では︑ 務過剰となった﹂と回答し ロナ感染症関連の借り入れ
また区とし て新た な
ゼロゼロ融資などの新型コ た中小企業が ％︑﹁コロ です︒調査は︑昨年であり 経 済情勢に対 応した 実
ロナ関連融資を﹁借りた・ ナ前から過剰感﹂ ・１％ その後の物価・原材料・エ 態 調査の緊急 実施︑ 経
借りている﹂ ・６％と過 を合わせると︑合計 ・１ ネルギーなど高騰は反映さ 済急変対応融資の拡充︑
半数を占め︑小規模企業で ％が﹁過剰債務﹂だと回答 れていません︒四半期ごと 事 業継続への 給付な ど
は ・８％とさらに多数で しています︒コロナ関連融 の区の景況調査で新型コロ 区 独自の直接 支援が 求
す︒資金の使い道は︑賃金 資の返済は一部で始まり︑ ナ感染症のマイナス影響約 められます︒
など﹁人件費﹂が ・１％︑ これから本格化してきます︒ ７割︑原材料・エネルギー
今後始まる 荒川区 議
﹁原材料や商品の仕入れな 区内事業所・借入の
高騰のマイナス影響９割に 会９月会議︵決算議会︶
ど﹂の ・４％でした︒
上っています︒こうした中 の なかでもこ の問題 を
８割コロナ対応融資
東京商工リサーチの﹁債
での融資返済です︒
追求していきます︒
務の過剰感についてのアン
国や都のゼロゼロ融資も
みなさんの ご意見 を
ケート調査﹂︵４月１〜
多くの事業者が借りていま ぜひお寄せください︒
す︒資金繰りへの支援制度
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この間︑日本共産党区議
団は︑苦境に立つ区内中小
事業者の実態調査とそれに
基づく対策を求めてきまし
た︒区は︑昨年６月１日か
ら 月 日の期間︑定期実
施︵４年毎︶の製造業等実
態調査に合わせて﹁荒川区
新型コロナウイルス感染症
の影響に係る実態調査﹂を
商業・建設業などで実施し
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定例法律相談
９月５日（月）
№８３９

１８時〜２０時
横山区議事務所
お気軽にご相談を

２０２２年８月２８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
３８９５−０５０４
荒川区町屋５−３−５
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芝生化はいつの間にか止まっ
ています︒緑の中で思い切っ
て運動でき︑環境にも優しい
芝生・緑化を今後どうしてい
くのか︑新たな議論が必要だ
と感じています︒ 横山幸次

女子医大東医療センター跡
地︵西尾久︶に開設する﹁令
和あらかわ病院﹂は︑現在は
外来のみの﹁令和あらかわク
リニック﹂として開院してい
ます︒来年４月に︑一般病棟
・回復期リハ病棟あわせ全２
４０床の入院病棟を開設予定
です︒
当初の開院予定は２０２３
年１月でしたが︑新型コロナ
感染者の臨時医療施設として
今年５月中旬まで使用してき
ました︒また今回︑工事中に
土壌汚染が見つかり︑その処
理に時間が
かかること
や︑あわせ
て感染症対
応を充実さ
せるため院
内レイアウ
トの大幅な
見直しを実
施しました
ことによっ

ＮＨＫ﹁おはよう日本﹂で
昨年度の違法時間外労働が報
じられました︒﹁実際に違法
な時間外労働が確認されたの
は 万９８６か所に上りまし
た︒違法な時間外労働が確認
されたうち︑ か月の残業が
時間を超えたケースは４１
５８か所︑１００時間を超え
たケースは２６４３か所⁝中
には残業が月に２４６時間に
上る悪質な事例も⁝残業代の
未払いも２６５２か所で確認﹂
これでも氷山の一角でしょう︒
﹁８時間働けば︑普通に暮
らすことができる﹂当たり前
の社会を作ることが急がれま
す
1
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て開院が延期になったようで
す︒
運営者の医療法人正志会は
﹁開院は２０２３年７月頃﹂
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リニューアルしたあらかわ遊園でしたが、コロナ感染拡大に
よって、一番利用客の多いこの夏休み・８月３１日まで完全予
約制となっていました。
しかし感染拡大が高止まりする中で、９月以降について土・
日・祝祭日については、完全予約制を継続します。その後につ
いても感染状況によって対応するとのことです。
（１）事前予約制を継続する期間
９月の土曜日、日曜日、祝日
※土曜日、日曜日、祝日の午後２時以降、及び、平日(火曜日定
休日を除く)は事前予約なし
（２）事前予約の方法
これまで同様、原則、あ
らかわ遊園のホームページ
からインターネットにより
予約
※8月24日(水)から受付を開
始しています
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としていましたが︑区と協議
の結果︑工期スケジュールを
限界まで短縮﹁２０２３年４
月﹂の開院を準備しています︒
町屋地域は︑木村病院が南
千住に移転しました︒地域医
療から見ても﹁令和あらかわ
病院﹂開院は︑重要となって
います︒区内全体では︑入院
体制がきびしい状況になりま
す︒
今後の体制整備を各医療機
関と連携してすすめることが
引き続き必要です︒
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新型コロナ陽性で亡くなっ ンハイム荒川︑花の木ハイム︑
た方は︑７月 日までに 名 サンハイム荒川でも陽性者を
でしたが︑８月 日時点では 確認︒サンハイムは利用者
名と約１カ月で 名増︑そ 名が陽性で心配です︒
のうちの 名が 歳以上です︒ また︑区立デイサービスで
発熱外来をはじめ医療の崩壊 も５か所で陽性を確認︵ 日
によって高齢者など命を守れ 時点︶︒東日暮里デイで８名︑
ない事態が生じています︒
花の木デイで 名で︑半数以
特別養護老人ホーム﹁信愛 上は利用者の感染です︒命を
のぞみの郷﹂︵西尾久︶で︑ まもる感染対策とともに︑家
８月４〜 日までに職員 名 族とも面会禁止が長期に及び︑
・利用者 名︑計 名の陽性 心のケア・生きる力の支援も
が判 明し︑ 併
求 めら れ ま す︒
設の デイサ ー
政 府︑ 自 治 体が
ビスは４〜
こ の３ 年 間 の教
日ま で臨時 休
訓 を生 か す こと
業に ︒特養 で
が問われます︒
は他に︑グリー
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