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みなさんとの共同で
2874
新年度予算で実現へ
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日本共産党

ニュース

第１回
定例会

一般会計予算

億円

前年度55億円増

区議会第１回定例会（２月１７日から３月２５日）で、新年度予算案が発表され、
区民のみなさんの世論と運動、党区議団の提案で下記の事業が盛り込まれました。

認可保育所の整備（12施設）等で700人の定員拡大
特定不妊治療費助成事業の開始（治療ステージで5・2.5万円上限）
小中学校の体育館等空調設備の整備（小学校27校、中学校６校）
高等学校進学予定者に給付型奨学金の創設（３月に８万円支給）

日本共産党大田区議団

人材確保型特別免除制度の創設（区福祉関連に従事で半額免除）

大 田 区 蒲 田 ５ － 13 － 14
TEL 03－5744－1477
FAX 03－3730－3447

児童発達支援センター田園調布の整備（2021年度開設）

E-mail
kugidan@jcp-ota.jp

小中学校に災害種別避難標識の設置等災害時の情報発信強化

ご意見・ご要望を
お寄せください。

子ども向け防災ハンドブックの作成
区立小学校に防災ヘルメット配備
災害時要配慮者への支援にかかる備品などの拡充
学校避難所の体制整備（段ボールベッドの配備等）

調布地区内水解析検討、（仮称）仲六郷水防資機材センター建設工事
呑川の水質改善対策の推進（東調布公園に貯留管、西蒲田に高濃度酸素水浄化施設）
がん対策強化・検診の拡充
大腸がん検診を自己負担無料、骨粗鬆症検診開始、眼科（緑内障等）の拡充

災害時医療体制の充実
感震ブレーカーの支給取付
（65歳以上の高齢者、障害者で課税所得80万円以下）
法律相談のご案内

若年性認知症支援窓口の新規開設
（仮称）特別養護老人ホーム大森東（2024年度開設）

給食残渣に係る食品リサイクルの推進

すがや郁恵

佐藤

伸

黒沼良光

日本共産党大田区議団控室

（大田区役所10階） ☎5744ｰ1477

◎予約制です。お早めにお電話ください。

清水菊美

大竹辰治

総務財政委員
こども文教委員 まちづくり環境委員
健康福祉委員
地域産業委員
総務財政委員
こども文教委員
健康福祉委員
羽田空港対策特別委員 交通臨海部活性化特別委員 防災安全対策特別委員 交通臨海部活性化特別委員 防災安全対策特別委員会副委員長 オリンピックパラリンピック観光推進特別委員 オリンピックパラリンピック観光推進特別委員 羽田空港対策特別委員
℡ 3730ｰ3480 ℡ 3757ｰ9881 ℡ 5754ｰ3028 ℡ 3768ｰ5844 ℡ 3298ｰ6362 ℡ 3735ｰ6467 ℡ 3766ｰ2630 ℡ 3735ｰ2611

区政とくらしの
相談はお気軽に

福井りょうじ

３月１９日
（木）午後1時より
４月 2日
（木）午後1時より

場所

事業継承支援事業（専門家による個人相談・セミナー実施等）

杉山こういち あらお大介

区議団顧問弁護士による、法律相談です。
お気軽にご利用ください。

ツセンター◆、野球場◆、庭球場◆、球技場◆、サッカー場◆、
弓道場・アーチェリー場◆、東糀谷防災公園多目的室◆、多摩川
緑地集会室◆

ター、平和の森会館◆、多摩川集会室、大田区民ホールアプリコ
◆、大田文化の森◆、大田区民プラザ◆

※ ◆は、2017年度未改定施設

住民が何人も平等に利
用することができると

また、本来税金で賄

すが、大田区は人口予
測は増となりますので、

削減ではなく増やすべ

きです。

◦介護保険で要支援者
へのサービス切り

さらに施策の削
うべき建設費、人件費、
減や区民負担増
減価償却など使用料計
算の算定に加えており

税金の２重取りになり

日㈮

大田区民ホール

午後６時半～

４月

区政報告会
のお知らせ

日時

場所

アプリコ小ホール

かかわる緊急要望

党区議団は３月２日、
松原区長・小黒教育長
に対し、経済対策や小
中学校休校への対応な
ど 項
目の要
望を行

の感染症対策に

いまし
た（全
文はホ
ームペ
ージに
掲載）。

党区議団は対案示し奮闘

◦就学援助金支給の拡
充（生活保護基準の
１・２倍から１・３
倍へ拡充）

３つの条例案を提案

まちづくりと一体にす
すめようとしています。 ◦費用弁償を実費支給
へ
羽田空港跡地におけ
◦精神障害者２級手当
る成長戦略拠点の形成
の新設と拡充
（９億４８８３万６千

••••••••••

17

新型コロナウイルス
（COVID-19）

多くの問題点がある予算案

ンター老人いこいの家、区民活動支援施設蒲田、矢口区民センタ

いう基本点が明らかに
されており、受益者負
００万円の区民への負
担増を予定しています。 担の原則は相容れませ

••••••••••

１１

区民へ負担増と施策の削減をすすめる

区民センター（萩中集会所、大森東地域センター含む）
、文化セ

益者負担の適正化の観
点から、施設使用料を
見直すため」で、８０

要支援１・２のサ
ービスが総合事業と
なり、サービス期間
を１年間と限定しサ
ービスを打ち切る
◦国民健康保険料の値
上げ（１人当たり平
均保険料１０２８円
増、介護納付金１２
２２円増）

３１

円）、蒲田駅周辺地区
の整備（４億８６２３
万８千円）、大森駅地
区周辺の整備（１億
万３千円）など、再開
発をすすめています。

新空港線など大規模開発推進する計画

ん。
ます。
３年前に行われ、
施設で約８割の施設使
公共施設の複合化で１割の
用区分で値上げとなり
２１００万円の区民負
施設削減計画
担増となりましたが、
田園調布地区・大森
るものです。
前回の４倍にもなりま
西・蒲田西地区公共施
複合化により将来的
す。
設の整備、大森第四・
には床面積１割の削減
今後のスケジュール
入新井・東調布・赤松
を目標にしています。
は、２０２０年度は周
各小学校の複合化等、
国は将来の人口減少を
知期間、２０２１年４
削減の理由にしていま
月１日施行となります。 公共施設整備計画によ

受益者負担の原
則は相容れない

新空港線「蒲蒲線」
は、半ば破綻している
にもかかわらず、今年
度末に更に 億円積立
で、合計 億円余に。

新空港線計画

５４

そもそも公の施設は、
地方自治法第２４４条
で、「住民の福祉を増
進する目的を持ってそ
の利用に供するための
施設」と規定されてお
り、住民の日常生活に
欠くことのできない施
設として、地方自治法
が設置しなければなら
ない義務となっていま
す。
公共施設は住民の平
等・無差別という利用
原則があり、よって、

６８
１０

受益者負担を理由に使用料
値上げで８千万円の負担増

森東四丁目センター、子ども家庭支援センター大森、大森スポー
（公費負担50％
利用者負担50％）

王会館、ライフコミュニティ西馬込、池上会館、消費者生活セン
（公費負担25％
利用者負担75％）

２１

ープール◆、多文化共生推進センター、山王高齢者センター、大
第４区分

該 当 す る 施 設
分
区

特別出張所付属集会室（入新井、嶺町、六郷）
、新井宿会館、山
第５区分

今定例会で、 使 用 料
改定についての 件 の
議案が出されて 、 「 受

施設使用料改定対象施設（利用者負担割合区分別）
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ホームページ「日本共産党大田区議団」で検索
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