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一般会計補正予算（第５次）の内容

した。
２回目は 本会議で 、委員 会で否
決されたた め、多く の会派 に賛同
が得られる ように、 ＰＣＲ 検査所
増設するこ とだけを 求め提 出しま
したが、党 区議団を 除くす べての
会派が反対をしました。
東京都の 感染者が 急増し 警戒レ
ベルが最大 になり、 市中感 染が広
がる中で、 区は後日 、ＰＣ Ｒ検査
センター拡大実施を発表しました

・コロナ感染症で増額した生活困窮者の住居確保給付金増
・障害者福祉・介護サービス事業所への事業継続緊急支援
金（１施設30万円支給）
・職員の感染予防業務手当の増
・インフルエンザ予防接種助成金１歳以上15歳以下（１回２
千円補助）・70歳以上（全額補助）党区議団の提案が実現
・中小企業融資利子補給増
・新製品・新技術開発支援事業拡充
・コロナ感染症で増額した就学援助費増
・小・中学校、さざなみ学校へ非接触型自動水栓導入
・水害被害を教訓に、水門をリモート操作できる水防対策
施設のため土地購入（田園調布５丁目）

党区議団が一貫して主張し実現

・ＰＣＲ検査所３か所への増設（本会議で再提案）
・教職員、保育・学童従事者、介護従事者へのＰＣＲ検査
実施費用助成、
・新製品・新技術開発支援事業拡充への更なる増額
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査実施費用助 成につい て、他 会派
からは「受け たいのに 高くて 受け
られない人を 一人も存 じ上げ てい
ない」（自民 ）「現時 点の感 染の
有無なので、 明日感染 するか もし
れず、ベター だがベス トでな い」
（公明）など の理由で 否決さ れま

補正予算（第５次）へ党区議団提案
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Ｐ Ｃ Ｒ セ ンタ ー 拡 大 ・ イ ン フ ル エン ザ 予 防 接 種 助 成

☆ＰＣＲ検査センター区内３カ所増設
６月の第２回定例会以来党区議団が一貫して主張
していた、蒲田、大森、田園調布の地域で、ＰＣＲ
検査センター拡大実施を発表。
☆区独自で１０万円の協力金検討
東京都が「感染拡大防止協力金」として８月３日
～31日まで営業時間を午後10時まで短縮した場合20
万円を支給に、区独自で上乗せ支給の検討を発表。

区議会第 ２回臨時会が７月 ・
日開かれ、一般会計補正予算
（第５次） 総額 億５３７６万 円
増額が審 議され 、党区議 団も賛 成
し賛成多数で成立しました。
補正 予算をよりよくするため に
編成替え を求め る提案を ２回提 出
しました。
１回目 は委員 会で、審 議では 検

コロナ感染症対策（最新）
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コロナ感染症対策で 次にわたる緊急要望

党区議団は７月 日 第
( ９ 次 ）、 区民 の 声と党区 議団の 要請 に こた
日（ 次 に
) 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル えて拡大実施が進んでいます。
ス感染 症対策に ついての要 望第を
引き 続き、党 区議団は深 刻さを
松原区 長と小黒 教育長宛に 提出し 増すコ ロナ禍の 中で区民の 暮らし
ました。
と営業 を守るた め議会論戦 と合わ
ＰＣ Ｒ検査で は８月から 区内３ せて区 長・教育 長への直接 要望を
医師会 と区が連 携協力し、 区内３ 行いな がら区民 の切実な声 に応え
か所で 週２日ず つ実施さ れ るな ど、 る区 政 にするた めにが んば り ます。
31
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大田区長
松原忠義様
大田区教育委員会教育長 小黒仁史様
日本共産党大田地区委員会
日本共産党大田区議団
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1.区民への国の特別定額給付金の支給が遅れています。
申請済みの世帯には８月上旬に支給できるようにする
こと。また、未申請者については実態調査を行い、再
発送するなど100％の申請率になるよう支援すること。
2.厚労省は、保健所が行う新型コロナウイルス感染症の
行政検査に地域や集団の全員に検査を拡大する通知をし
ました。これを受けて大田区でも、感染拡大やまん延に
よる医療崩壊を防ぐため、医師会など関係機関と連携し、
全区民・全世代を対象にしたＰＣＲ検査助成など支援策
を強化すること。まず、早急に区立小中学校教職員、学
童・保育職員、医療・介護従事者のＰＣＲ検査を定期的・
積極的に行うため体制を強化すること。
3.区立小・中学校において、子どもたちが健康で安全・
安心な生活を送ることができる環境確保と学びの権利を
保障するために、フィジカルディスタンスの確保などの
徹底が必要です。文科省が40人学級の見直し検討の方針

松原区長に党区議団提出

新型コロナウイルス感染症対策についての要望（第10次）
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を明らかにしました。よって教員増員や環境の整備を行
い、１学級20人程度の授業を実施すること。
4.利用控えや区による閉鎖、自粛要請がされている介護・
障害者・福祉・医療の施設及び、その従事者に対して区
が実態調査を行い、補償すること。
緊急要望する党区議団（7月31日）

区議会日程
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（
案）

９月３日（
木）
請 願・
陳情一次 締切
９日（
水）
請願・
陳情二次締切
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日（
木）
定例会（
第１日）
代表質問 黒沼議員

25 24 23 17 15 14

日（
金）
定例会（
第２日）
一般質問 清水議員

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

日（
月）
常任委員会
日（
火）
常任委員会
日（
木）
特別委員会
日（
水）
定例会（
第３日）
日（
木）
常任委員会
日（
金）
決算特別委員会

９月９日・10月14日

総括質疑 福井議員
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