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▲ 1,003,193
▲ 180,000
▲ 3,238

ている問題点 を指摘し 、新年 度予
算に対して大 型開発な ど不要 不急
の事業の廃止 し、新型 コロナ 対策
の充実やくら し・福祉 ・営業 支援
へ事業の新設 や充実す る、組 替え
予算を提案しました。（左図参照）

（単位：千円）

組替項目

修正増額

セーラム市親善訪問の中止
朝陽区・大連市親善訪問の中止
区政施策調査（海外）の中止
人権推進事業のうち同和生活相談の減額
精神障害者２級手当
特別養護老人ホーム建設費整備助成（３か所増）
ショートスティ
高齢者医療費助成（外来分半額助成）
認可保育園0～2歳児の保育料無償化
新型コロナ感染症受け入れ機関に対する支援助成金
高齢者インフルエンザ費用助成
こどものインフルエンザ費用助成
仕事確保職員（10名）
工場家賃支援
ものづくり経営革新緊急助成
中小事業者の後継者支援
公園トイレの洋式化
新空港線整備資金積立基金積立金の廃止
新空港線の整備主体の設立廃止
新空港線の整備促進事業の廃止
世帯向け家賃助成
小学校給食費無償化
小学校抗原検査キット
中学校給食費無償化
中学校高原検査キット

合計
補正予算増額

修正減額

137,862
1,122,000
2,430,500
95,918
100,000
194,750
296,000
70,000
300,000
275,000
400,000
135,000

40,000
1,238,191
48,825
505,227
18,600
7,407,873

▲ 1,218,063
8,625,936

コロナ対策充実、くらし・営業支援へ
党区議団が新年度予算へ組替え提案

▲ 5,334
▲ 2,129
▲ 11,998
▲ 12,171

党区議 団は第 １回定例 会で、 新
年度予算 が「感 染症の危 機を克 服
し、（略 ）未来 を切り拓 いてい く
予算」と 位置づ ながら、 型コロ ナ
対策が不 十分や くらし・ 福祉・ 防
災予算を 削減し 大型開発 をすす め

歳出

○ 不要不急の事業で は、新 空港線
の積立基金・整備主体の設立経費・
整備促進事 業の廃止 。海外 （セー
ラム市・大 連市）親 善訪問 ・区政
施策調査（ 海外）の 中止、 同和関
連予算の減額。
○ 新型コロナ対策の 充実で は、感
染症患者の 受入れ機 関への 支援助
成金増額、 区立小、 中学校 の全児
童生徒に抗原検査キット配布。
○ くらし・福祉支援 では、 小・中
学校の給食 費無償化 、特別 養護老
人ホーム建 設費・シ ョート スティ
整備助成（ ３か所増 ３００ 床・３
０床）、高 齢者医療 費外来 半額助
成、保育園 ０～２歳 児の保 育料無
償化、精神 障害者２ 級手当 新設、
高齢者・こ どものイ ンフル エンザ
費用助成、公園トイレの洋式化。
○ 営業支援では、仕 事確保 のため
の職員増員（ 名）、工 場家賃支
援（月５万 円・５０ ０社） 、もの
づくり経営 革新緊急 助成、 中小事
業者の後継 者支援（ ２００ 万円・
２００人）。
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高齢者・子育て・営業支援の４件条例
党区議団が提案

中小企業・小規模企
業振興条例

なり謀殺さ れている 学校・ 教職員
の給食費に かかる事 務が軽 減され
ます。

第１回定 例会の 予算特別 委員会
（３月８日・ 日）で大竹区議が
総括・締め くくり 総括質問 を行い
ました。

大竹辰治区議が
総括質問

グローバ ル企業の 海外移 転が大
きな原因で モノづく りの力 が衰退
し、日本全 体で産業 、特に 製造業
の空洞化が 進行して おり、 大田区
でも工場数 の大幅減 少や仲 間回し
の解体・減 少などが 現在も 進行し
ています。
国は小規 模企業振 興基本 法を定
め、都は東 京都中小 企業・ 小規模
企業振興条 例を制定 しまし たが、
区は適切な 対応をせ ず今日 まで来

４月13日・５月11日

党区議団は第 １回定例会で、区
民のくらし ・営業支 援のた め以下
の４件の条例を提案しました。

の安定、子 育て支援 等の福 祉の増
進に寄与するものです。
都内 区に は、ファミリー世帯
を支援する 様々な家 賃情勢 制度が
あり、大田 区でも区 営住宅 の募集
倍率も高く 、区営住 宅の建 設計画
がない中、 建設と共 に家賃 助成制
度をつくり 、ァミリ ー世帯 への支
援を強めるための条例です。

小・中学校
学校給食無償化条例
学校給食 は食育の 一環で す。昨
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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)

高齢者入院見舞金
支給条例
今年 月から 歳以上の後期高
齢者は、医 療費の窓 口負担 が原則
１割負担か ら２割負 担に２ 倍に変
更されます 。また、 年金削 減、原
油価格の高 騰による 物価上 昇、コ
ロナ禍で感 染が怖く て外出 もでき
ない状況が続くなど、悲鳴が上がっ
ています。 このよう な環境 の変化
のもとで、医療機関に 入院した
歳以上の高 齢者に入 院見舞 金を支
給し、入院 費を少し でも軽 減する
ための条例です。
義務教育終了前の児童を扶養

世態向家賃助成条例

法律相談
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年の休校中 には学校 給食が 無いこ ました。一 日も早く 、区長 の責務
とにより、 体重が減 少した こども や中小企業 ・小規模 企業を 加える
もいたこと もあり、 いかに 学校給 とともに、 「ハネダ ピオ」 に重点
食が子ども たちの健 康に重 要なこ を移すので はなく、 実情に 合う様
とが明確になりました。
に区の大田 区産業の まちづ くり条
学校給食を無料化 し保護 者の負 例を改める条例です。
担軽減を図 るととも に、子 育ての
支援と教育の充実に 大きく 寄与し、
コロナ禍で 収入が減 ってい る子育
て世帯も出 ており学 校給食 費を全
額助成する ことは児 童生徒 の心身
の健康保持のために急務です。
また、コ ロナ禍で 業務が 過大と

総括質問する大竹区議

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
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区内の民間住 宅賃貸住宅に義務
教育終了前 の児童を 扶養す る世帯
に、月３万 円５年間 の家賃 を助成
し、定住化 の促進に 加えて 、コロ
ナ禍で一層 厳しさを 増す区 民生活
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