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新年度予算
２９３８億円

皆さんとの共同で実現

●新型コロナウイルスワクチン接種
①コールセンター・窓口の開設、②電話やネットでの予約システム導入、③接種会場の開設・運営

●新型コロナウイルス感染症患者受入支援
感染症患者受け入れた病院に患者1名当たり10万円の支援（前年度に引続き）

●大田区PCRセンター
区内３医師会と連携し新型ウイルス感染症の検査センターを設置（前年度に引続き）

●電子図書館（電子書籍貸し出しサービス）（パソコンやスマホで閲覧）
●給付型奨学金（高等学校・大学などの進学予定者に8万円支給）
●建物被害認定調査モバイルシステムの導入
首都直下型地震等の災害に備え、モバイルシステムの導入で調査及びり災証明書発行を速やかに行う

●住宅リフオーム助成事業の拡充
「新たな日常」への対応工事を加え、５万円以上の工事上限額10万円（助成対象額の20％）

●重度障害者対象の医療連携型グループホームへの支援
医療的ケアが必要重度書などを対象としたグループホーム（うのき３丁目定員14名）

●産後ケアなどの充実（宿泊型に区内医療機関を新たに追加など）
●「こども商品券」による妊婦支援（妊婦面接後「こども商品券1万円」を贈呈）
●保育サービスの充実 （待機児解消の整備等）
●大田区子ども家庭総合支援センターの整備（大森西特別出張所移転跡地）
●不登校特例校分教室「みらい教室」開設
池上図書館後の施設に不登校生徒の支援体制の充実

●大田区南六郷創業支援施設開設

5.1

区ホームページに

生活保護は国民の権利

昨年６月の国会で、田村智子参
議院議員の質問で、「生活保護は
権利」 と厚生労 働省のホー ムペー
ジに掲載されました。
これ を受けて １月 15
日の健康福
祉委員 会で大竹 区議が要望 し、２
月１日更新で掲載されました。

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

が目白押しです。
で 億円の積立てを計画し、新年
また 、公共施 設の複合化 計画と 度予算 で、また 第３セクタ ー設立
して、新蒲田 億円、大森西２丁 の予算 １億８千 万円を計上 してい
目３ 億 円余、入 新井地 区３ 億 円余、 ます。
田園調 布地区４ 億円余、蒲 田西地
新年度は、蒲田駅東口土地購入
区 億円余、な どの 予算 が組 まれ、 を含 む 大型開 発 と、小 中学 校が 複
総額は 約１００ 億円を超え ていま 合化で 大型化と なり、改修 が急が
す。
れるの に工期が 長くなる計 画は、
中で も新空港 線では、今 定例会 一旦凍 結・見直 しし、コロ ナ感染
に提 案 された最 終第８ 次補 正 予算 対策を優先すべきと求めました。

３月10日・４月14日
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第８期介護保険事業計画 （２０２１年～２３年度）
応能負担強め保険料基準額据え置き

給付費 準備基金 約５０億円 の全額
活用や 、現在１ ７段階の更 なる多
段階化 、１７段 階の所得段 階の合
計所得 金額を、 大田区では ２５０
０円以 上となっ ています、 港区で
５００ ０万円以 上・保険料 は基準

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)
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額 の 倍 に する な ど 、他 の ８ 区 で
３００ ０万円以 上へ引上げ る等応
能負担 の強化を 行っていま す。今
後、国 の負担割 合を増やす こと。
また、 低所得者 には引下げ を、高
額所得者には能力に
応じた負担の強化で、
保険料の更なる引き
下げを求めました。

法律相談
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今定例会に提出された第８期介
護保険 事業計画 （２０２１ ～２０
２３年 度）の保 険料改正で は、基
準額（ 月額６０ ００円）は 据え置
きとな り、低所 得者を値下 げ、高
所得者の 段階以上を値上げし応
能負担 を強め、 党区議団は 評価し
賛成しました。
しか し保険料 は２０００ 年度の
制度開 始時の基 準月額で３ ０７０
円から ６０００ 円に２０年 間で約
２倍と なり、高 い保険料は 据え置
かれた ままです 。他区の状 況は値
下げ４ 区となっ ていますの で、今
後保険 料を引き 下げる為の 努力こ
そ求め られます 。その為に も介護
14

大規模開発優先
新年度予算は
コロナ対策に

めるためのイメージ図

しかし、コロナ禍であっても蒲
田駅前 広場の再 整備 31
億円余、鉄
道・都 市づくり 関連事業７ 億円余
（新空 港線と併 せた蒲田地 域の機
能更新 、大森周 辺地区の整 備、下
丸子や 池上など の鉄道沿線 地域の
都市づ くりを一 体に進める ため、
新たな 鉄道・都 市づくり部 を設置
し、事 業を強力 に推進する ）、羽
田グロ ーバルウ イングのま ちづく
り８億 円余、新 空港線整備 主体の
設立１ 億８千万 円などの大 型開発
新年度予算で説明されている、新空港線をすす

