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昨年 から の世 界的な新型 コロナウ イル スの蔓延 と感 染拡大防止 ため の

緊急事態宣 言 の発令 など の緊急 対策 により経済活動 は停滞 を余儀 なくさ

れ︑私 達 は多大 な影響 を受 けなが ら 日々生 活 し ています︒当然 なが ら大

田区 の歳 入も減収 が 見込まれ︑歳 出 では︑公共施 設 の維持 更新 にかか る

経費 や社会 保障 関係 経費 が増大 し︑区財政 は令 和 二年度 から の三カ年 で

概 ね五百八十億 円 の財源不足にな ると試算 され ています︒

この厳 し い経済状 況 の下に編成 された︑大 田区 の令 和 三年度 一般会計

予算 は︑前年度比 ２ ・２ ％増 の 二千九 百 三十 八億 円とな りました︒歳 入

では︑区税が前年度 よ り ２ ・１ ％減 の七 百 五十 五億 円︑特別 区交付金が

前年度 よ り ４％減 の六 百七十 一億 円︑積立 金 であ る基金 から前 年度 より

０
︒
︲ ・７％増 の百八十億 円を繰 り入れ歳 入にあ てました
令 和 三年度 予算 は ︑感染防止 ・区民生活支援 ︑区内経済 対策 ︑学び の

保障 など 四 つを重点 課題とした ﹃
新型 コロナウ イル ス感染症 や自然 災害

など の危機 なら区民 の暮 らしと経済活動を守 り︑﹁
新 たな日常﹂ の実 現に

向 けた変革 を進 める予算﹄ とし て編成 されました︒大 田区議会 では︑区

から示され た令和 三年度 予算案 を特別 委員会 にお いて審議 の後 ︑賛成多

数 により認定 いたしました︒

岸田 てつ はる議員

今 回 の区政報告 では︑新 た に編成 された令 和 三年度予 算 の概略 と私 の

定例会 での質問と区から の回答 の 一部 を こ報告 いたします︒
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大 田区の令和

3年 度予算 は、感染拡大 防止、区民生活支援、区内経済対 策、

岸田 :(大 岡山駅 〜北千東五差路までの)区 画街路 1号 線の整備状況 は ?

学 びの保障 などの喫緊 の課題 に的確 に対応 し、新型 コロナウイルス感染症の危

区担当 :区 画街路 1号 線の整備状況 は、令和 2年 度は東急 目黒線の蓋掛 け上部

機 を乗 り越 え、誰 もが安心 して暮 らし、活躍 できる地 域 づ くりを進 めるために、

(通 称)西 の島の遊歩道整 備 、令和

3年 度は南側道路 の電 線共同溝整備 、令和

を守 り、
「新 たな日常」の実現 に向けた変革を進める予算」と位置づけ、「新おお

4〜 6年 度 にかけては、遊歩道を挟 んで北側 と南側の区道の整備 と合わせて未
整備部分 の遊歩道整 備を予定 している。令和 6年 度に整備完了の予定。

た重点プログラム」を着実 に推進する予算が編成されました。

岸 田 :勝 海舟記念館の隣地 に完成 する公園において、本の名前がわかるように、

「新型 コロナウイルス感染症や自然災害などの危機か ら区民の暮 らしと経 済活動

感染症対策・災害対策・経営改革・情報化推進】
【
生活支援・福祉 0健 康】
【
環境・産業・まちづくり】
【
子育て・ 教育】
【

42億 4,614万

1千 円

3億 4,648万 円
92億 2,168万 3千 円
60億 1,049万 1千 円

案内図と木の名前をつけてはどうか ?
区担当 :植 栽する木 については、かつての洗足軒があつた時代の植栽をイメージ
し、勝海舟 ゆか りの樹種 としてモミジ、ヒノキ、ツパキを植 えることにしている。
既設の案 内板 には、植栽 する木の解説 を入れたところ。それぞれの樹 木の名前
についても、低 木・中木 ともに樹名板などを設置する予定。勝海舟記念 館の前
庭として、モミジやツパキなどをパーゴラ (四 阿)か ら鑑賞 していただくなど、心

2.4%
使用料及び手数料 2.7%
特別区債

分担金及び負担金

0.8%

安 らぐ空間になねばと考えている。
岸田 :大 田区の公園には、高齢者にも安全 に使 える健康遊具 が少ないと思 うが、
区はどのように考えているのか ?増 設方針は ?

3.4%

区担当 :公 園を活用 した高齢者の健康づくりの取 り組みとして、複数の 健康遊具

地方消費税交付金 5.6%

を設置 し、「つまづかない運動」や「ふ らつかない運動」、「かいだん運動」、
「全

諸収入

身 のびの び運 動」 な ど、高齢 者 にとつて大切 な運 動 習慣 を習得するとともに、
繰入金 6.1%

運動習慣を身 につけることを目指 し「いきいき公園体操」を実施 している。高齢
/AN園

者を含め幅広い世代が公 園を活用 し、健康づくりに取 り組める事業 として、

都支出金 76%

とウォーキングを組み合わせた「いきいき健 康公 園づ くり」を推進 している。次
年度 には、 日常的 にウォーキングをする区民 の割合が多 く、多摩川河川敷 周辺
の自然 と緑を体感できる鵜の木地区において基本計画を策定する予定。
国庫支出金 19.7%

特別区交付金 22.8%

岸田 :公 園の防犯カメラの現状 と今後の整備状況 について
区担当 :区 立公園の防犯 カメラの設置 は、現在のところ、 15公 園に計 47基 設
置 している。 うち、3基 は、令和 2年 度 にソラムナー ド羽田緑地 に増設 したもの。

都市整備費

2.3%

岸田 :公 園に防犯 カメラをできるだけ設置 して欲 しいが

産業経済費 2.1%
公債費

0.8%

議会費

0.4%

その他

0.3%

/AN園
の構造 上の
区担当 :公 園内の防犯 カメラは、地元 か らの設置要請 を含め、

死角があ り施 設の配置替えでは解消できない、器物損壊 が繰 り返 し行われてい
る、近 隣 に住 居がなく人通 りがほとんどいない時間がある、警 察か ら特 に設置
が求められている、全面改修の予定がない、など複合的な要素をカロ味 しながら、
必要 と認められる公園に設置することとしている。

教育費

10.8%

総 務 費 用3.7%

福祉 費

53.9%

