新規陽性者減の抜本的対策・病床確保を
党区議団が緊急要望（第 次）

握し、医療 政策を見 直し必 要な支
援を行うよう国や都に求めること。
４、公社荏 原病院が コロナ 病床を
ず在宅療養中 に４人が 相次い で亡 増やすこと に伴い、 近隣の 民間病
くなっています。
院が入院患 者や手術 予定の 患者の
いま緊急に求められているのは、 受け入れ準備をすすめているので、
新規陽性者数 を抜本的 に減ら す強 区が都と協 力して積 極的な 役割を
力な対策と病 床の確保 です。 大田 果たすこと 。また、 独立行 政法人
区の役割である、住民の命と暮ら 化計画の中止を求めること。
しを守る責務 を負って いる身 近な ５、急激な 感染拡大 で保健 所の役
自治体として 、区民の 実態に 即し 割が果たせ ない状況 です。 区内の
て国や都の制 度に加え て区独 自の 感染拡大の 状況を把 握する ため、
対策が求めら れていま す。そ のた 検査、保護 、追跡を 迅速に 行うた
め以下の対策を求めます。
め保健所体 制の抜本 的強化 を行う
１、感染抑制 のため医 療・高 齢者 こと。また 、区民に 区内の 感染状
施設などでの集団発生をくいとめ 況を公表すること。
るための社会 的検査や 、感染 拡大
党区議団 は１月 日、松原区 長 地域での無症 状者の早 期発見 ・保
に「新型 コロナ ウイルス 感染症 に 護・隔離する ための検 査戦略 を持
ついての緊 急要望（第 次）」 を つよう、国や 都に求め ること 。ま
提出し、 川野副 区長、市 野企画 経 た、世田谷、 江戸川、 墨田区 等が
営部長が対応しました。
行っているよ うに、大 田区で も検
以下緊急要望の内容です。
査戦略を持ち ＰＣＲ検 査を行 い、
菅義偉首 相は 日、新型コロ ナ 国へ自治体の 行うＰＣ Ｒ検査 を全
ウイルス感染拡大の深刻化を受け、 額国庫負担とするよう求めること。
緊急事態 宣言を 対象地域 を、首 都 ２、医療機関 への減収 補填・ 危険
圏４都県と あわせる 都府県に な 手当などを行 うよう国 ・都に 求め
り、今年に入り基礎疾患がある人 ること。区独自でも行うこと。
や 歳 以上の高齢者は、都の目 安 ３、区内のコ ロナ病床 を増や すこ
でも入院 対象者 なのに、 入院で き とが困難な現 状の問題 点を区 が把

法律相談

顧問弁護士による法律相談です。
お気軽にご利用ください(毎月第２水曜日)

２月10日・３月10日

午後１時～３時
場所 大竹辰治事務所（西蒲田大城通り）
事前にお電話ください℡（3735)２６１１

大竹 辰 治 事 務 所
行
発
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緊急要望する党区議団（１月22日）
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くらしや営業でお悩み事がありましたら
是非ご相談ください

7

140

限度額18,75万円

9

54

都第３回協力金に区が上乗せ

10万円

15

150

都第４回協力金に区が上乗せ

5万円

15

75

合計

156

4734

都家賃等支援給付金

区感染拡大防止防止協力金

17

1700

限度額100万円

9

360

第１回（４月16日～５月６日）

50万円

12

600

第２回（５月７日～５月31日）

50万円

12

600

第３回（８月３日～８月31日）

20万円

13

260

第４回（９月１日～９月15日）

15万円

13

195

第５回（11月28日～12月17日）

40万円

15

600

第６回（12月18日～１月11日）

100万円

これから申請

大竹区議が業者の皆さんへ申請援助した件数と総額

党区議団の「おおた高
齢者推進プラン素案
（第８期介護保険事業
計画）」への意見

20万円

都理美容休業補償協力金

19

感染防止徹底宣言ステッカー

「お おた高齢 者推進プラ ン（大
田区高 齢者福祉 計画・第８ 期介護
保険事 業計画２ ０２２年～ ２０２
４年） 」（素案 ）への大田 区区民
意見公 募手続（ パブリック コメン
ト）が 実施され 、党区議団 が意見
提出し ました。 以下意見の 主な内
容です。

「 地域 包 括支 援セ ン ター を 中 心 に、
研修や 講習会を 通じてケア マネジ
メント力の強化を図ってきました」
と述べています。
１月 日から都時間短縮協力金 する活 動で連日 まわってい ます。
第 ７ 期事業で は、大 田区 で も、 （第 ６ 回）の 申 請が始 まり まし た。 新型コ ロナウ イ ルスで お悩 み事 が
要支 援 １・２を 総合事 業と し て通 大竹 区 議は、 業 者の皆 さん を支 援 ありましたらご相談下さい。
所・訪 問サービ スを介護保 険から
外し様 々な問題 が出ていま す。党
区議団 が行った 介護事業者 へのア
ンケー トでは「 大田区は、 特に卒
業とい うやりか たで介護保 険はず
しがひ どい」や 「ヘルパー の仕事
が減っ た」など の実態があ りまし
た。ま た利用者 からも「デ イサー
ビスの 回数が減 らされたの は納得
がいか ない」「 状態は良く ないの
に卒業 と言われ た」等の声 が寄せ
られま した。介 護を受ける 方も事
業を行 う方も「 制度あって 介護な
し」の 危機的状 況になって いるこ
とを検証し改善を求めます。

保険料の引下げを
２０ ００年度 から始まっ た介護
保険制 度ですが 、基準月額 保険料
は、この 年間で３０７０円から
６０ ０ ０円と約 ２倍と なり ま した。
これ以 上の保険 料の引き上 げを行
わない よう、第 ７期で積み 立てら
れた基金の全額を使うこと。

都時間短縮協力金

個人100万円

26

総額

家賃支援給付金

件数

持続化給付金

支給額

事業名

自助より自治体の役割明確に
第８ 期計画の 地域包括ケ アシス
テム構 築に向け た取組で、 「これ
まで支 えられて いた人が支 える側
に回っていく循環を推進します。」
と述べ て、現状 維持だけで も大変
な高齢 者に、現 実的でない 循環を
求めていることで、高齢者に自助・
共助を 求めてい るもので、 自治体
の役割 が明確で なく、役割 を明確
すべきです。

総合事業を検証し改善を
現状 と課題で 、「自立に 向けた
介護予 防の取組 をサポート する体
制づく りをすす めてきまし た。」
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