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◆葛飾区の新型コロナウイルス COVID-19 感染症対策につ

いて、4 月 3 日にかつしか区民連合として青木区長に緊

急要望を提出しましたが、着実に実現されきました。し

かし、まだ十分とはいえません。現在見えてきた新しい

課題を踏まえるとともに、今後予想される税収減も見据

えながら、さらなる要望を準備していきます。◆7月 20日

に第三回臨時議会が招集され、第四次補正予算が審議さ

れることになりました。新型コロナウイルス対策として

は5月の第一次・第二次臨時議会での補正及び、6月の第

二回定例会での第三次補正予算に続いての四回目の補正

予算になります。新型コロナウイルスの影響はまだ先が見

えない状況ですが、今後も迅速な対応を求めてまいります。

◆ かわごえ誠一プロフィール ◆
●昭和38年3月川崎市生まれ ●東海大学第二工学部建設工学科卒業 

●立石在住32年 ●一男二女の父親 ●保育園/学童保育クラブ父母会,

小中学校ＰＴＡ,おやじの会,図書館友の会,子育てネットワーク,保田

しおさい学校,三番瀬保全活動などに携わる。●元東京工業大学附属

科学技術高校非常勤講師 ●本田消防団第四分団員 ●葛飾区ボッチャ

協会会長 ●元都議会議員伊藤まさき秘書を経て平成25年区議会議員

選挙で初当選・平成29年二期目当選 ●区議会所属：文教委員会・副

委員長／地域活性化・区民サービス向上対策特別委員会／広報委員会

区議会第三回臨時議会 新型コロナウイルス関係補正予算

■ 第三回臨時議会（新型コロナウイルス対策）第四次補正予算　概要　

◆７月20日（月）に令和２年第三回臨時議会が招集され、第四次補正予算14億 9198 万 3千円が計上されました。

　○　学校避難所等の感染症対策経費（サーモカメラの導入等）など　  　　　　　　　19,979 千円

　○　ひとり親世帯臨時特別給付金（一世帯 5万円支給・8月までに実施予定）・

　　　子ども食堂実施団体への助成拡大（感染症対策で子ども食堂に参加できない困難家庭への弁当宅配等）

　　　ファミリーサポートセンター利用料助成など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　444,054 千円

　○　住居確保給付金の増額・リモートでの遠隔手話通訳派遣委託など　　　　　　　　　　372,193 千円

　○　密集回避のため母子健康診査の個別健診化（４ヶ月・1才 6ヶ月・3才児）など　　　　51,965 千円

　○　予防接種拡充経費としてインフルエンザ予防接種費助成（16 才未満・1回上限千円）　　53,029 千円

　○　プレミアム付商品券発行拡大事業経費（２万セット分追加発行）・

　　　都の助成対象とならない 100 店舗以下の商店街への商店街感染対策経費の助成など　　 99,670 千円

　○　GIGAスクール構想〜小・中学校一人一台タブレット端末導入・インターネット環境未整備世帯への

　　　モバイルルータ貸与・感染症対策のための学習指導サポーター追加配置など　 　　　333,201 千円

　その他：ひとり親家庭支援のため食料品・日用品の提供（カタログから１万円相当の物品を選択し発送）都事業

◆九州地方等での豪雨災害で被害に遭われた皆さまに心からお見舞い申し上げます。7月 12 日にかつしか区民連合とし
て支援物資を熊本へ搬送いたしました。葛飾区もいつ水害に見舞われるか分りません。引続き災害対策を進めてまいります。
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■ 葛飾区新型コロナウイルス COVID-19 感染症関連情報 ■
◆区内感染者状況：感染者数203名・死亡者数３名（7/20現在）
◆特別定額給付金：10万円が支給される特別定額給付金
　について 7/8 現在での申請状況は対象の区民 238,920
　世帯中225,344件（申請率94.32％）が申請済み、うち
　オンライン申請が 9,772 件となっています。給付状況
　は入金処理済みが225,098件 （99.89％）となっており、
　今後も申請が到着次第、順次手続きを進めています。

　現時点では５営業日で振込ができる予定です。未申請の
　約 13,000 世帯には 7月中旬に勧奨ハガキの発送及び広
　報かつしか等で改めて特別定額給付金の周知をします。
◆地域コミュニティ施設等：感染症対策としてマスクの着
　用や入場者を定員の半数までとしたり、感染者が発生し
　た場合の連絡先の提供などが求められる場合がある。施
　設ごとに対応が異なるので事前の確認をして下さい。

◆6月 22 日に区議会第二回定例会が閉会し、第三次補正予算 12 億 9 百万円が議決されました。今回の補正予算では新

型コロナウイルス対策として地域外来・検査センター委託経費や、小・中学校のタブレット端末導入の環境整備などが進

められることになりました。他、新小岩の複合施設（仮称）新小岩地域活動センターの建設経費などが議決されました。

令和２年葛飾区議会 第二回定例会報告等　

〈新型コロナウイルス対策〉

■小・中学校再開時の簡易な昼食の提供を実施■
◆6 月 1 日から段階的に学校が再開し、第二週からクラ

スを午前午後での半分に分け、分散登校が開始されまし

た。２週目からは早急な食事の提供を目指し、公費負担

で「簡易な昼食」の提供がされました。感染症対策とし

て子どもたちが密になることを避けたり、不必要な接触

を避けるため、配膳の負担を軽減し、可能な限り品数の

少ない献立により提供されました。「簡易な昼食」の提供

は、長期間休校が続いたことにより、十分な食事が取れ

ないような困難家庭への支援の目的も含まれています。

〈新型コロナウイルス対策〉

■就学援助準要保護世帯へ学校給食費分の支給■
◆就学援助準要保護世帯に対して新型コロナウイルス感

染症の影響で学校が休校となり、給食が提供できなかっ

た期間の給食費相当分が支給されることになりました。

　小学生 1・2 年 3900 円　小学生 3・4 年 4200 円

　小学生 5・6 年 4400 円　中学生 5200 円（一ヶ月あたり）

　支給時期　3 月分〜6 月　4・5 月分〜8 月

■学校改築の取り組み状況■
◎小松中学校：2月に新校舎竣工、4月より運用開始。

◎本田中学校：7月から順次学校機能を新校舎に移行。

　竣工は10月予定。

◎東金町小学校 /

　高砂けやき学園

　高砂小学校・中

　学校/西小菅小　

　学校：建設工事　

　進行中。

◎水元小学校 ・ 道上小学校：昨年度改築基本構想・基本

　計画策定。基本設計・実施設計に着手。

◎よつぎ小学校 ・ 二上小学校：改築懇談会を開催。

■児童相談所基本計画（素案）公表■
◆令和 5 年度の葛飾区児童相談所開設に向け、一時保護

所を含む組織体制や施設のあり方などの児童相談所基本

計画（素案）が報告されました。今後、児童相談所によ

る児童虐待などへの「介入」が期待されますが、子ども

家庭支援センター機能の強化をし、虐待の未然防止など

や相談などの「支援」の両立を進めていく必要があります。

■7 月 1 日葛飾区合同水防訓練開催■
◆7/1（月）に葛飾区合同水防訓練が堀切の荒川河川敷

で行われました。荒川堤防の京成本線荒川橋梁が架かる

部分は他より３.7m ほど低くなっており、京成線橋梁周

辺の堤防高が低い部分に大

型積み土のうを設置する実

践的な訓練を行いました。

今回設置した大型土のうは

そのまま水防対策として常

時設置されます。

本田中学校新校舎

分散登校中の小学校の昼食の様子 中学校の昼食（ひじきごはん）

大型土のうを設置する区職員

■8 月 2 日葛飾区総合防災訓練を開催■
◆葛飾区総合防災訓練が 8 月 2 日（日）に実施されます。

今回は、新型コロナウイルスなどの感染症対策を含め、

区内小中学校等の避難所運営会議と連携した訓練ととも

に、区役所災害対策本部での図上訓練などが行われます。

■葛飾区水害ハザードマップ説明会■
◆今年、葛飾区の水害ハザードマップが更新されました。

新型コロナウイルスのため延期になっていたハザードマッ

プの説明会が下記の通り開かれます。（要申込み）

　　 ・ 8 月 18 日 （火） 19 時〜　亀有地区センター

　　 ・ 8 月 20 日 （木） 19 時〜　堀切地区センター

　　 ・ 8 月 22 日 （土） 14 時〜　青戸地区センター

　　 ・ 8 月 25 日 （火） 19 時〜　金町地区センター

　　 ・ 8 月 27 日 （木） 19 時〜　新小岩北地区センター

　　 ・ 8 月 31 日 （月） 19 時〜　水元学び交流館

※申込み ・問合せ　葛飾区危機管理課　電話 03-5654-8572
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