
　新年あけましておめでとうございます。大田区議会議員の
松原はじめ です。
日々、私の活動にご理解とご支援を頂き、誠に有難うござい
ます。
　現在、私は政党には所属せず、無所属の区議会議員として活
動しております。大田区議会内では、令和元年5月より、無所
属の区議を主とし構成される「令和大田区議団（無所属+維
新）」に所属しております。当会派のモットーは、区の施策に対
して、柵に囚われず、是々非々で判断することです。大田区議
会19期も3年目に入り、様々な理由により5人の欠員が出て

　　

現在、国内で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症に対する区関連の相談、給付・貸付制度、保険料徴収猶予、等の窓口情報の一部を抜粋し記載しております。

≪大田区 新型コロナウイルス感染症 相談窓口情報≫
※詳しくは大田区ホームページの新型コロナウイルス感染症情報 相談窓口一覧
https://www.city.ota.tokyo.jp/cyuumokujoho/infection/toiawaseishiran/index.html

健 康
◆新型コロナ受診相談窓口（帰国者・接触者電話相談センター）
● 大田区相談センター（感染症対策課）平日：午前9時から午後5時 　03-5744-1360　　 03-5744-1524
● 東京都発熱相談センター　24時間対応（土曜・日曜・祝日を含む） 　03-5320-4592
発熱が続いている方や呼吸器症状がある方、流行地域への渡航歴や患者との接触歴がある方の相談窓口です。

給 付 ・ 貸 付
◆住居確保給付金
● 大田区 生活再建・就労サポートセンター　JOBOTA 03-6423-0251
賃貸住宅にお住まいで、離職や自営業の廃止又はやむを得ない理由による就業機会等の減少により、経済的に困窮し住居を失うおそれのある方を対象
に、家賃相当額を支給するとともに就労支援を行います。受給には収入・資産等の要件があります。
※申請期限は令和4年3月31日までとなります。（申請期限が延長になりました）

◆緊急小口資金（特例貸付） 
● 大田区社会福祉協議会 03-3736-7777
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、生活維持のため、緊急かつ一時的な支援が必要な世帯のための貸付です。　
　貸付金額：20万円（上限）　
※特例による再支給の申請期限は令和4年3月31日木曜日までとなります。

◆総合支援資金　生活支援費（特例貸付）
● 大田区社会福祉協議会 03-3736-7777
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、緊急小口資金利用後も、日常生活の維持が困難になっている世帯の
ための貸付です。
1　貸付金額：二人以上世帯　月額20万円以内、　単身世帯　月額15万円以内
2　貸付期間：原則3カ月以内
※特例による再支給の申請期限は令和4年3月31日木曜日までとなります。

　

◆新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免
● 国保年金課国保資格係 03-5744-1210
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯への保険料の減免制度があります。該当要件等をご確認ください。
※令和3年度保険料で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が設定されている保険料

◆新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給
● 国保年金課国保給付係 03-5744-1211
大田区国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のために連続
した3日を含む4日以上会社等を欠勤した期間について、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。
※適用期間が令和3年12月31日までから令和4年3月31日までに延長になりました。

◆新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療傷病手当金の支給
● 東京都後期高齢者医療広域連合 0570-086-519
東京都後期高齢者医療保険に加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために仕事を休まざるをえなくなり、給与の
全部または一部を受けることができなくなった方に、傷病手当金を支給します。
※申請対象期間　令和2年1月1日から令和4年3月31日までの間で療養のため労務に服することができなかった期間（ただし、入院が継続する場合等は
最長1年6月まで）

中 小 企 業 支 援
◆【令和3年度新設】地域力向上事業費補助金（感染症対策事業）
● 産業振興課　商業振興担当　 03-5744-1373
東京都と区による合同補助事業です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、感染拡大防止ガイドライン等に基づく取組を実施し、安全安心な商店
街づくりを行う商店街に対し、感染拡大防止にかかる取組の周知や、感染拡大防止ガイドラインに基づく物品・消耗品の購入に必要な経費を補助します。
●実施期間　令和3年6月1日から令和4年3月31日
●補助上限額 　50万円（補助対象経費60万円）
※共催の場合も補助上限額は50万円（補助対象経費60万円）です。
●補助率　補助率6分の5（都1/2、区1/3、自己負担1/6）
●申請可能数　1会あたり1か年度に1事業まで（共催を含め1事業）
●補助対象事業例
・ポスターや横断幕を作成・掲示し、感染症拡大防止対策を実施している安全な商店街をアピールする事業
・来街者へ拡声器でソーシャルディスタンス確保の呼びかけを行う事業
・加盟店舗にアクリル板を配布し、飛沫対策を実施する事業
・加盟店舗に非接触体温計を配布し、各店舗での検温を実施する事業
・加盟店舗に従業員用マスク、消毒液を配布する事業

◆大田区中小企業融資あっせん制度「一般運転資金（利子補給加算）」
● 大田区産業振興課融資係 03-3733-6185
●資金使途　運転資金
●融資限度額　2,000万円
●返済期間　84か月以内（元金据置6か月以内を含む）
●利　率　名目利率1．8％以下
●利子補給率
　　　一般運転資金　　　　  1.2％　＋0.4％加算　⇒　1.6％（本人負担率0.2％以下）
　　　小口・一般運転資金　 　1.4％　＋0.3％加算　⇒　1.7％（本人負担率0.1％以下）
●受付期間　令和3年9月1日（水曜日）から令和4年3月31日（木曜日）まで
※本制度は、区が直接融資するものではなく、融資実行の可否及び融資額については、金融機関等の審査によります。

おります。しかし、令和大田区議団は6名を維持し、本年もよ
り積極的に区行政に対する実行力を向上させいく所存です。
　私と致しましても、本年は、より一層、行学二道の精神の
もと、バックボーンの異なるメンバー等と切磋琢磨しなが
ら、大田区を「より暮しやすい、豊かなまち」にすべく精進し
てまいります。
　本リーフレットには、昨年一年間の活動報告や、大田区議
会の動きをまとめおります。御一読頂きますとともに、区政
に対するご意見を頂戴できれば幸いです。今後とも、ご指導
ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

区 政 報 告

大田区議会議員大田区議会議員大田区議会議員 松原 はじめ松原 はじめ松原 はじめ

ご確認ください

区政についてのご意見、ご要望など、お気軽にご連絡ください
●お名前（ふりがな）
●ご住所・郵便番号
●ご連絡先
●E-mail

明記の上

■E-mail
hajime.62.08.11@gmail.com
■FAX
03-6425-7680

松原はじめ 事務所
〒145-0064東京都大田区上池台3-25-3

電話：03-6425-7666
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●大田区立小池小学校卒業
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●立正大学附属立正高等学校卒業
●國學院大学法学部法学科卒業
●共同ピーアール株式会社にて
　新商品・イベント等の広報活動に従事
●2020年4月大田区議会議員選挙にて再選

令和4年度新年号令和4年度新年号令和4年度新年号
区政レポート区政レポート区政レポート

https://hajime-m.tokyo/
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苦難の歴史的経緯から見ても、再び、この地に羽田イノベーション
シティという街が生まれたことは極めて重要な出来事であり、この

町が、近隣地域の方々の想いに答える施設として運営されていくことを切
に望みます。松原大田区長は本事業の事業者募集の折より、地域におけるに
ぎわいの創出や地域や地元企業等との連携について重視される旨のご発言
をされてきました。本事業が完成した今、羽田イノベーションシティが、如
何に区内企業や商店街など地域との相乗効果を生み出し、地域の発展に資
するために、如何なる取り組みをされるかご答弁願います。

このまちでは、先端産業、文化産業、共通事業の３つの事業を展開す
ることで「新産業創造・発信拠点」を形成し、まちの賑わいや区内へ

● 古くから台湾との結びつきが強い神戸市で開催された
第7回日台交流サミットに、令和大田区議団会派として
参加を致しました。令和大田区議会としては、国際都市
大田区において日々台湾との友好親善を呼びかけてい
ます。文化的にも経済的、安全保障においても台湾との
関係強化は極めて重要であります。なお、日本全国の地
方議員が参集した本サミットですが、大田区からは当会
派のみの参加、特別区としても大田区と品川区の2区の
みであったのは残念なことでした。

議 会 活 動 報 告 令和3年

観光資源の乏しい大田区における観光政策の見直しを
度々提言。

● 令和3年4月   観光振興費を昨年度当初予算から比
較して6割近くにまで減額。

● 令和3年12月　総務財政委員会にて、来年度の観光
課を産業経済部へ移管予定と報告。

『全国日台国際交流大会　日台交流サミット』
会派として参加。

現下において、区では、今後の自治体業務においてICTの利活用は必
要不可欠として、大田区情報化推進計画を策定するとの報告が委員

会でなされました。マイナンバー制度やオープンデータなど、自治体を起点
としたデータ提供により、データ駆動型社会の定着を図るとする区の取組
に大いに期待するとともに、この指針を示してから1年、この間様々な状況
の変化ありました。区は如何にこれらの変化に対応し、他区に後れを取るこ
となく、老若男女問わず区民の理解を得ながら、デジタル化・情報化政策を
強化していくのか、ご答弁願います。

国は、行政手続きの原則オンライン化や、行政サービスをデジタル
で完結させる取り組みを推進している。区としても、新型コロナウ

イルスとの共存を前提に、社会全体が大きな転換期を迎える中で、「新たな

蒲田のまちづくりと新空港線の双方の前進に対する大田区の決意を
伺いたいと考えております。近年、大田区はこれまで悲願としてきた

新空港線蒲蒲線事業に、まちづくりをセットとの考えを示し、その双方の実
現に向けて尽力されてきたことを、令和大田区議団は深く理解し、これを強
く後押しするものであります。しかし、新空港線の進捗に強い懸念を抱いて
おります。具体的に申し上げますとの東京都との都区協議の進捗についてで
あります。また、江東区が都に求める地下鉄8号線延伸の進捗とも状況は比
較されます。中央防波堤外側埋立地の帰属を争った江東区であります。先の
帰属問題の結果が満足のいくものであったとは思いません。松原忠義大田区

区財政は今後2年で約300億円の財源不足が想定される厳しい
状況です。このような財政状況では不要な歳出を如何に削り

取っていくかが重要であります。国内の人流はまだ制限される状況で
す。大田区に実利をもたらす施策でない限りは、観光振興に関する施策
は一旦立ち止まり、更なる転換をすべきであると考えます。大田区には
趣深い名所が多数あります。しかしこれらは、必要最小限のコストと最
大限の知恵をハイブリッドした広報をすれば十分であります。例えば
現在実施中の大田区学、ハネピョン散歩などは区職員の努力が感じら
れます。是非予算をかけずに発展させていただきたく考えております。
今後の観光施策について区のお考えをお示し下さい。
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■ 令和3年

■ 令和3年11月

● 行政のデジタル化に向けた取り組みについて

● 大田区のまちづくりについて

● 新型コロナウイルス対応について

直近では、一昨年、令和元年台風19号により区内各所被害が発生し、
殊に田園調布の丸子川と多摩川に挟まれた地域は極めて大きな浸水

が発生、被害は甚大でありました。ここにお集まりの同僚の皆様方もその惨
状を記憶されているかと思います。一部において水害の予測される地域に家
を持つ方々自身の、自助の不足を問う声もありましたが、身の丈程の浸水を
食い止めることは個人の努力を超える事態であると考えます。これまで令和
大田区議団と致しましては、浸水被害の原因究明と、広域連携による同様の
事態の阻止を求めてまいりました。去年行った私の代表質問において、松原
忠義区長から、「河道の土砂掘削や樹木の伐採による流下能力向上等のハー
ド対策と、マイ・タイムラインの取組推進等のソフト対策が一体となった「多

● 防災対策について

● 教育現場の事案について

田園調布において整備が進められている（仮称）田園調布水防セン
ターが、被災地域に整備される意義、如何に地域の自助と共助、公助

を結び、地域の防災力を高める存在として機能されるのか、ご答弁願いま
す。

排水ポンプ車や水防資機材、河川状況のモニターなどを配備するこ
とで、現地における水防活動に必要な情報を収集可能となる。周辺地

今年、大田区は「大田区いじめ防止対策推進条例」を制定しました。こ
れまでの教育委員会中心の対応から、地域や警察等の関連機関及び

区の関連部局を含んだ地域全体でいじめの継続発展を防止する仕組みづく
りを目指していくことと理解しております。しかし、私が懸念しております
のは、個々の事案の抽出とその評価が多角的な視点でなされるのか、また被
害を訴える児童生徒らが自らの境遇を訴える権利、時には既にいじめではな
く、犯罪行為から身を守る権利を有していることを、理解できているかとい
う点です。子供たちの見える世界は、大人のそれとは異なります。各種報道等
で見聞きする重大事態は、被害者が相談した教員や学校の判断のみで評価が
なされ、対応が不十分となったこと、被害者自身が他に助けを求める先を見
つけられず、事態が悪化したケースが散見されます。これらの点を踏まえ、区
は条例制定を機に、いじめ対策を、殊に事案個々の抽出と判断を如何に進め
ていくのかご答弁を願います。

● 羽田イノベーションシティの地域貢献について

■ 令和3年第1回定例会（令和3年2月16日～ 3月25日）一般質問

長に於かれましては、臥薪嘗胆の決意のもと、危機感を持ち、事に当たってい
ただきたいと考えております。この松原忠義大田区長14年余りの区政の下
で、着々と進められてきた新空港線蒲蒲線事業、この成就にかける区長の真
心からの決意をご答弁願います。

蒲田のまちづくりと一体的に進める新空港線は、昭和60年代から取
り組んできているように、その実現は区の悲願である。実現に向け、

区議会をはじめとする関係者の皆様との連携を更に密にしながら、引き続
き、私が先頭に立って全身全霊で取り組んでいく。

未だコロナ禍の終息は見通せないが、ワクチン接種が進む中、政
府は今後、条件付きで行動制限を緩和する方向性を示しており、
区内経済や区民生活は、リスクを回避しつつ新しい日常の下で

次のステージへ移行するものと考えている。区はこうした動きを的確に
捉え、これまで培ってきた経験や観光関連事業者とのパイプを活かしつ
つ、デジタルを活用したさらなるネットワークの強化や、区民・事業者が
観光の担い手として活躍できる仕組みづくりを進めるなど、アフターコ
ロナ、ポストコロナを見据えた観光政策の推進を通じて、区民生活や区内
経済に活気を取り戻すべく、様々な取り組みにチャレンジしていく。

摩川緊急治水対策プロジェクト」を今後おおむね５年から10年間で進めて
いくことと」とのご発言がありました。是非、この間の取り組みと大田区にも
たらす効果、恩恵をご答弁願います。

国や都、流域自治体が役割を分担し、水害を軽減させる治水対策を推
進している。区においては、都や隣接区と情報伝達及び排水活動の合

同訓練を行い、水防活動態勢の強化に努めている。また、六郷地区に、迅速な
水防活動への取り組み強化を目的として、水防資機材センターを整備してい
る。引き続き、関係機関や多摩川流域の自治体と
の連携を強化し、ハード・ソフト両面の総合的な
対策に取り組んでいく。

域が停電した場合においても、上沼部排水樋管に
おける排水活動を継続的に実施できるように非
常用電源が確保可能な施設としている。さらに、
地域での防災訓練やマイ・タイムラインなどを学
ぶ場としても活用いただけるよう、地域の防災力
を高める取り組みも進めていく。

条例に基づき、各学校では、学校いじめ防止基本方針を見直し、児童・
生徒に授業などでいじめに対する理解を深め、いじめは絶対に許さ

れないという自覚を促している。また、いじめを把握するためのアンケ一ト
などを実施し、発見したいじめに対して、管理職や生活指導主任、養護教諭、
スクールカウンセラーなどで組織された学校いじめ対策委員会が解消に向
けた組織的な対応を行っている。その上で、教育委員会では、毎月行われる
生活指導主任会で各学校のいじめに関わる情報を集め、警察や法務担当副
参事、スクールソーシャルワーカーなどが、多角的な視点で個々の事案の対
策を検討している。そして、更なる対応が必要な場合は、指導主事などを通
じて、該当の学校に、具体的な対応策を徹底している。更に、有識者による大
田区いじめ問題対策委員会を設置し、第三者委員会による調査が必要な重
大事態が生じた場合、直ちに調査委員会に転用し速やかに調査に着手して
いく。このような重層的な体制構築により、いじめの抽出と問題への対応を
確実に行っていく。

■ 令和3年第3回定例会（令和３年9月15日～ 10月13日）代表質問

日常」を踏まえた区政のデジタル化の推進が重要であると考えている。大田
区情報化推進指針では、「区民ニーズに即した行政サービスの提供」、「多様
なちからを活かした公共の実現」、「透明性・持続性を担保した組織運営」、
「ＩＣＴ活用による職員能力の最大化」の４つの視点を定めている。現在、そ
の視点に基づく具体的な目標と施策をまとめた(仮称)大田区情報化推進計
画を策定している。計画の策定にあたっては、ＩＣＴの活用により、区民
ニーズへの対応、行政手続きの利便性向上、区における行政サービスのデジ
タル化を重点項目に位置付ける予定
である。区は今後も、区民の利便性向
上に資するデジタル化・情報化を積極
的に推進していく。

の波及を創出することとしている。
先端産業では入居企業と区内企業が
意見交換を行うなど、今後の連携に向けた取り組みを行っている。併せて、
スマートシティの構築においても、アイデアソンの開催などを通じ、「独創
的なアイデアを持つ事業者の積極的な交流による新たな産業、イノベー
ションを創出する拠点」としての具体的な取り組みによるまちのPR、実証実
験などでの区内企業との連携、社会実装による区が抱える地域課題の解決
などの区内波及につなげていくこととしている。区内企業や商店街など地
域経済の活性化はもとより、健康や福祉など多岐にわたる分野において区
民の皆さまのより豊かな暮らしの実現に努めていく。

議 員 活 動

会 派 活 動


