雑
◆地域住民の自治を
◆色駅周辺の再開発
大
田
区
の
商
業
政
策
は
最優先した公共施設 個店中心に行うべき！
計画はやめるべき
整備計画に
一般質問
開発区域３・３ヘク
学校を始めとした区
タールは京急蒲田再開
内の公共施設は老朽化
発１ヘクタールの３倍
が進み、更新時期を迎
と巨大です。しかも通
えています。区が進め
りを拡張する計画です
る、財政の平準化、効
からお店が削り取られ
率化の優先や区立小中
東京都の２０１０年 ます。ひどい話です。
学校との複合化は見直 の調査でも、後継者不
駅前再開発は大手デ
代表質問
し、地域住民の合意を 足 ・８％、核となる ベロッパーの「利潤保
は暮らし、福祉優先の 図るよう求めました。 店が無い ・７％商店 障制度」と言っても過
区政に切り替えるよう
街の業種不足 ・８％、 言ではありません。再
求めました。
◆ヤングケアラー
経営力が弱い ・１％ 開発計画は中止し、真
区長は「新空港線整
支援を
です。ここから大都会 に住民の要求に基づく
備の早期実現に向けて
での商店街が存続する 商店街を中心にした元
先頭に立って取り組み
歳以下の児童・生 には経済的機能と社会 気な街づくりを進める
を進める」と述べ、自 徒が親の面倒をみる、 的機能が必要で①魅力 べきです。
民・公明党の代表質問 親に代わって兄弟姉妹 ある個店②必要とされ
は早期実現を求め、後 の面倒を見ている事に る店の種類③そして活
押しする内容でした。 ついて区民から相談を 動できる組織の３点が
また、都の時短協力 受けました。私は、教 必要です。しかも商店
金支援を受けた飲食店 育委員会が実態調査を 街だけが繁栄すること
は住民税、国保など支 する事、相談体制をと はなく地域社会や地場
払う税金が増えるため、 る事、教育委員会、福 産業、大田区では街工
減免など区としてでき 祉、家庭支援センター 場が活発でこそ繫栄し
る事をすべて行うよう が連携して対応する事、 ます。行政はこうした
求めました。新型コロ 関係者の啓発研修を求 支援をすることです。
ナ第６波について、医 めました。
地域の個性を生かす方
療や保健師など体制の
向に舵を切ることです。

―第4回定例会―

地域産業委員

総務財政委員

まちづくり環境委員

羽田空港対策特別委員

交通臨海部活性化特別委員

交通臨海部活性化特別委員

大田区蒲田5-13-14
TEL 03-5744-1477
FAX 03-3730-3447
E-mail
kugidan@jcp-ota.jp
ご意見、ご要望をお
寄せ下さい。

いのち・くらし・営業
守る区政へ

憲
◆法活かす大田区へ

62

48

27 32

「卵１個、２個、魚一
切れ」でも売る店の可
能性の調査を行うべき
でした。

こども文教委員

こども文教委員会副委員長

オリンピックパラリンピック観光推進特別委員

健康福祉委員

総務財政委員

防災安全対策特別委員

オリンピックパラリンピック観光推進特別委員 防災安全対策特別委員会副委員長

健康福祉委員

羽田空港対策特別委員

日本共産党大田区議団

強化、年末に向けて、
仕事確保や生活困窮者
に支援体制をとるよう
求めました。

すがや郁恵議員

清水菊美

伸

大竹辰治

佐藤

福井りょうじ

黒沼良光

すがや郁恵

杉山こういち あらお大介

総選挙後、自民・公
明・維新の会で改憲勢
力が３分の２を占め、
憲法改憲の大合唱、憲
法９条変える危険な状
況です。区長に憲法９
条守る姿勢を明確にす
るように求めました。
◆来年度予算について
物価の高騰や国保等
の値上げ、コロナ禍の
中で区民の暮らしは大
変であり、新空港線実
現のための 億円基金
80

日本共産党

憲法改悪許さず、コロナ禍で
区民に寄り添う区政へ！

No.２９２(１)
ホームページ https://kugidan.jcp-ota.jp/
日本共産党大田区議団ニュース
２０２１年１２月
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黒沼良光議員

TEL 3730-3480 TEL 3757-9881 TEL 3768-5844 TEL 3735-6467 TEL 5754-3028 TEL 3735-2611 TEL 3298-6362 TEL 3766-2630

◆全ての 歳以下の
児童に５万円を

づくりのまち大田区の お知らせ
中小企業経営者や勤労
新年度予算案発表を
者が一段と厳しい環境
受けた区政懇談会
にあります。
このような中、大田 ２月 日（水）
区政は「全事務事業見 午後 時 分から
入新井集会室
直し」を行うなど、区
（Ｌｕｚ大森４階）
民生活を支えてきたあ
らゆる分野の施策を縮 区民施設の利用休止に
小・廃止しました。一 ついて
方で積立基金の現在高
工事のため、以下の
は約９７８億円（今年 施設の利用が休止にな
９月現在）となってお ります。
り、新空港線（蒲蒲線） ○区民ホールアプリコ
計画と沿線まちづくり
全館休館
（蒲田・下丸子）を強
２０２２年１月～
ナ感染症対策、防災対 硬に進めようとしてい
２０２３年２月
策、地域経済、環境、 ます。
○産業プラザＰｉＯ
子育て支援、教育、文
コロナ禍のいまこそ、 利用休止
化・スポーツ等の予算 「住民の暮らしと福祉
１階大展示ホール
要望を検討し提出しま を守る」という地方自
２０２２年７月～
した（４３２項目、重 治体の原点に立った予
年度内（予定）
点 項目、新規 項目）。 算編成に改めることが
区民の実態は、消費 求めました。
＊なお、新蒲田一丁目
税増税とコロナ感染症
複合施設（２０２２
の影響で、過去最悪の
年５月開設予定）は
状況になっており、暮
うぐいすネットで１
らしと営業は深刻さを
月 日から予約開始
増しています。国民健
となる予定です。
康保険料等の値上げ、
年金給付の毎年減額と
21

物価高騰が襲っており、
多くの区民から悲鳴が
上がっています。また、
政府が中小企業淘汰の
政策をとる中で、もの

44

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。

法律相談のご案内

１月１３日(木) 午後１時より
１月２０日(木) 午後１時より

場所 日本共産党大田区議団控室
(大田区役所10階) ℡5744-1477
◎予約制です。お早めにお電話下さい。

30

情に共産党は採択を求
めましたが、自民・公
明・令和が不採択とし
不採択となりました。

補正予算
◆ワクチン接種３回目
補正予算（第５次）

（第５次・第６次）

追加接種（３回目）
に係る経費が約 億５
４３９万円が計上され
ました。医療従事者約
２万人。高齢者施設等
入所者約６，５００人
が来年１月に接種する
予定となっています。
現段階では２回目接種
終了者の内原則８カ月
以上経過した方が対象
となります。

日本共産党大田区議
団は第６次補正（案）
が提出された総務財政
委員会において児童手
当を受給している児童
だけではなく経済対策
が目的であるならば
歳以下の全ての児童に
１人５万円を支給する
ことを求める「編成替
え動議」を提出しまし
た。残念ながら否決さ
れてしまいました。
補正予算（第５次・
第６次）は可決成立し
ました。
◆ 歳以下児童に
一人５万円
補正予算（第６次）
子育て世帯への臨時
特別給付金支給に係る
経費が約 億２８６６

予算要望書を
提出しました

「デフリンピック東
京開催（聴覚障害者の
五輪）を求める意見書
の提出に関する陳情」
と「地方たばこ税の活
用などによる分煙環境
整備に関する陳情」は
全会一致で採択されま
した。
「安全・安心医療・
介護・福祉を実現し国
民のいのちと健康を守
るための」「バス停に

万円が計上されました。
月 日、日本共産
対象者は児童手当を受 党区議団は、区内各団
給している児童一人あ 体との懇談、実態調査
たり５万円が支給され で寄せられた多くの区
ます。
民の声を踏まえ、コロ

請願・陳情

大竹辰治議員

上屋（屋根）とベンチ
の設置施工費の補助金
交付を求める」「大森
西６丁目鶴渡公園のト
イレ様式化」請願・陳
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6 16

15

大田区の気候 変動危 機 実現するため、地元企
打開の取組みについて 業と独自の協定や省エ
一般質問 ネ投資への大田区独自
の支援の拡充、断熱・
省エネルギー住宅への
リフォーム支援、太陽
光発電用パネルの設置
などへの助成などの具
体的施策を進めるべき
と求めました。
環境清掃部長は「区
民や区内事業者との連
携協力を一層強固な取
組みを進めていく」と
答弁しました。

大田区では、国の法
改定を踏まえ、（仮称）
大田区環境アクション
プランで温室効果ガス
削減目標・取組みにつ
いて検討中です。「２
０５０年ＣＯ２排出ゼ
ロ」を表明した自治体
は 都道府県、２８７
市、１４０町村、都内
区であり、大田区も
表明し区の取組みの具
体化を進めるべき。省
エネと再エネで２０３
０年度までの区の削減
目標を２０１０年度比
で ～ ％に引き上げ
るべきと求めました。
環境清掃部長は「鋭
意検討を進めている。
法定目標達成の目標値
を設定したい」と答え

ました。
目標実現へ向け具体
的対策を

60
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24

38

40
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50

次に、目標と計画を
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No.２９２
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