り ょう

新型コロナ第三波の危機的状況

品川区でも、港区・目黒区・世田谷区等と同様に

都内６００人越えも
コロ ナ陽性 者が各 地
で増加 し、全 国では 初
の３０ ００人 越え。 都
内でも ６００ 人を超 え
る等、 過去最 多を日 々
更新しています。
医 療 機関 もひ っ 迫し 、
日本医 師会や 専門家 か
らも「 このま までは 助
かる命 が助け られな く
なる」 など強 い危機 感
を示す など、 まさに 第
３波 は 危機 的状 況 です 。
とこ ろが菅 政権に そ
の危機 感はな く、Ｇ о
Ｔоキ ャンペ ーンに 固
執。Ｇ оＴо 事業の 継
続に批 判が高 まる中 、
品川区役所駐車場に開設されている品川区PCR検査センター。発熱な
どの症状がある場合などに、かかりつけ医の判断で区民の検査が無
料で受けることができます。（写真は開設前のマスコミ公開時）

よ うやく 年末年 始の一
時 停止を 発表し ました
が 、決断 があま りに遅
すぎます。
ＧоＴ о事業 が新た
な 感染拡 大を広 げたこ
とは明らかです。
直ちに事 業は中止 し、
観 光業や 旅行業 、飲食
業 への直 接支援 に切り
替えるべきです。
また経 済支援 という
の なら緊 急に消 費税減
税を行うべきです。
各種世 論調査 では政
府 のコロ ナ対策 を「評
価 しない 」が多 数とな
り 、内閣支 持率は急 落。
批 判が高ま っていま す。

バックナンバーはＨＰに掲載

週刊区政報告に対するご意見、ご要望お寄せください

希望する高齢者等にＰＣＲ検査の無料実施を直ちに

なかつか亮

２０２０年１２月２０日
ＮＯ５７４
区議控室 ℡ 5742-6818
事務所 大井３-１９-７-101
℡ 3773-3231

23

品川 区 が高 齢 者へ の
検査を拒否！

コロ ナ感染が 拡大す
る中、 共産党は 国や都
が示す 高齢者や 介護施
設など へのＰＣ Ｒ検査
につい て、品川 区でも
実施す るよう第 ４回定
例会で提案しました。
例え ば、国は 重症化
のリス クが高い 高齢者
や高血 圧、糖尿 病など
の基礎 疾患のあ る高齢
者に対 して、検 査を希
望する 高齢者に ＰＣＲ
検査実 施を各自 治体に
通達。 検査費用 は全額
国負担 で、住民 や自治
体の負 担なく、 実施す
るかは 各自治体 の判断
にゆ だね ら れて いま す。
既に 全国３０ ０の自
治体が、東京 区でも
港、目 黒、世田 谷など
区で 実施 して いま す。
と こ ろが 品 川 区 は
11

「実施 しない」 と判断
し、い まだに実 現して
いません。
共産 党は、な ぜ国が
示す検 査を品川 区は実
施しな いのかと 追及す
ると区 は「濃厚 接触者
には検 査を広く 実施す
るが、 無症状者 を広く
実施す る考えは ない」
と説明 。共産党 は「感
染を抑 制するた めには
無症状 陽性者の 把握と
保護が 必要で、 特にリ
スクの 高い高齢 者への
検査は 他区と同 様に積
極的に 行うべき 」と主
張しました。
区議 会では共 産党と
ネット が実施を 区に要
望。と ころが自 民、公
明、無 所属など が実施
を求め る区民陳 情に反
対し区 を擁護しま した。
こう した区政を 変え、
検査実 施へ頑張り ます。

羽田新ルートを問う区民投票条例の可決へ
区議会自公が条例に賛成するよう働きかけよう
10月より１カ月間の法定署名集めが行われた羽田新ルー
トを問う区民投票条例制定は、区選挙管理委員会の審査をへ
て、有効署名２０７６０筆が確定し、１２月11日に請求代
表人が本請求を区に行いました（下）。この署名数は、地方
自治法が定める法定数の3倍となり、画期的な事です。
今後、品川区長が賛否の意見を付けて、区議会に提出し、区議会で審査、採決され
ます。そのための臨時議会は12月23日から25日の3日
間の見通しです。
住民投票条例は、区民が低空飛行計画への賛否を示す
場で、区長や区議会は、区民が意見を表明する権利を保
障すべきです。区民投票の実施には、採決の際に、区議
会過半数以上の賛成が必要で、まだ自公が賛成を示して
いないため過半数は超えていません。自公を含めた賛成
多数による区議会可決へ、全力を尽くします。
なかつか亮 １９７５年西大井生まれ／４５歳／伊藤小、冨士見台中、農大一高卒／イタ
リア料理厨房６年／２７歳初当選／区議５期／予算・決算委員会副委員長、行革特別委員
会委員長を経験／党区議団幹事長／家族：妻／２９号線取消裁判原告／趣味：旅行
なか つか 亮の 駅前 宣伝 火 曜日 朝７ 時半 ～大 井町 駅、 金曜 日朝 ７時 半～ 西大 井駅 、土 曜日 夕方 ４時 ～大 井町 駅
スタ ッフ 募集 ：区 政報 告を 駅前 宣伝 で配 付し て頂 ける 方を 探し てい ます 。少 しの 時間 だけ でも 助か りま す。

