区民の生活支援策、高齢者・
障がい者支援事業の充実
◎新しい生活様式に向けた
住宅リフォーム助成事業の拡充
◎障がい者の活躍推進
◎大田区認知症検診推進事業
◎医療連携型グループホームへの支援

感染症対策
◎新型コロナウイルス感染症患者
受入支援
◎新型コロナウイルスワクチン
接種事業
◎大田区PCR検査センター
新たな自治体経営へのシフト
◎公民連携事業の推進
東 邦大学との地域連携感染制御学
講座等
◎キャッシュレス決済の推進
ゆ いっつ・休養村とうぶ施設使用
料、勝海舟記念館入館料、各証明書
手数料、税・国保料等

生きがい・健康づくり
◎人生100年を見据えた健康寿命
延伸プロジェクト
◎健康教育Web
コンテンツ
配信事業
◎電子図書館
（電子書籍貸出
サービス）事業

子育て／教育

環境／産業／まちづくり

子ども・子育て支援
◎給付型奨学金（高校、大学進学者向け）
◎産後ケアなど
の充実

環境対策
◎
（仮称）大田区環境アクションプラ
ンの策定
産業活動支援策
◎大田区南六郷創業支援施設開設
◎受・発注相談事業
（オンライン併用）
ポストコロナを見据えたまちづくり
◎HANEDA GLOBAL WINGSの
まちづくり
◎公共施設の整備
大
 森西、入新井、田園調布、千束、

蒲田西地区
◎公園・緑地の
整備

教育環境の充実
◎不登校特例校分教室
「みらい教室」の開室

自由民主党
大田区民連合
ニュース

生活支援／福祉／健康

感染症対策／災害対策
経営改革／情報化推進

令和３年度の予算がまとまりました。裏面は令和２年度の事業実績です。

令和３年度予算の主な事業

発行：自由民主党大田区民連合
〒144-8621
大田区蒲田5-13-14 大田区役所内10階
TEL：03-5744-1480
FAX：03-5703-1472
https://jimin-ota.com/
令和3年3月25日発行

自由民主党大田区民連合

検索

令和3年定例会の予定
第2回定例会
6月11日、14日〜18日、22日
○請願・陳情の締め切り：6月3日（木）
第3回定例会
9月15日〜17日、21日〜22日、24日、28〜
30日、10月1日、4日、6日〜7日、11日、13日
○請願・陳情の締め切り：９月7日（火）
第4回定例会
11月26日、29日〜30日、12月1日〜3日、7日
○請願・陳情の締め切り：11月17日（水）

令和３年度 大田区奨学金〔継続事業及び令和2年度新規事業〕
奨学金名

貸付・給付

大学等貸付型奨学金

対象者

在学又は進学を予定する方

金額
〔月額〕
私立
44,000円
公立
35,000円

貸付
高校等貸付型奨学金

在学又は進学を予定する方
※令和2年度にて終了

大学等給付型奨学金

令和4年度に、短期大学、大学、専
修学校専門課程へ進学を予定し、
区貸付型奨学金を借り入れる生徒
※生活保護受給世帯を含む

〔月額〕
私立
26,000円
公立
14,000円

150,000円

概要

就学するための費用を支弁することが困難な方
に対し、必要な学資金を貸付けることで、有用な
人材を育成することを目的とする。

所得水準…生活保護基準比の概ね150%以下
成績基準…設定平均4.3以上

給付
高校等給付型奨学金

高校等へ進学を予定する生徒
※非課税世帯の生徒
（生活保護世帯除く）

80,000円

高校等への進学率が非常に高い中、経済的理由
により、進学時の学習環境を十分に整えられな
い世帯の生徒へ奨学金を給付することで、入学
時に必要な費用の負担軽減を図る。

自由民主党大田区民連合ニュース

2

感染拡大防止
ＰＣＲ検査所の設置
〔事業費：２９０７万円〕
感染の有無を調査するＰＣＲ検査につい
て、医師会との連携により専門検査所を

〔事業費：６億６７２７万円〕
児童手当（本則給付）を受給する世帯に
対して、児童一人あたり１万円の給付金

品券発行を支援
就学援助費の増額

事業所等に対するサービス継続緊急支援

せして支給

・令和２年９月１
日から９月 日

分：５万円

月

※受付期間：令和
２年９月 日か

ら

日まで

日 分：

業者（飲食店等）に対して、協力金を上乗
金の支給

・令 和 ２ 年 ８ 月 ３ 日 か ら ８ 月

万円

〔事業費：３億４２９６万円〕

障害福祉サービス及び介護サービス事業

〔事業費：９２２０万円〕
就学援助制度を拡充

供できるよう、区独自のサービス継続緊

〔事業費：２９９７万円〕

大田区給付型奨学金

急支援金の支給を実施

所等が、引き続き安定したサービスを提

・夏季休業日の短縮に伴い、８月分の学
用品費等を支給
・感染症、熱中症対策のため学用品費を
増額して支給
非摂触型自動水栓の導入

手の触れない非接触型の自動水栓式へ変

区立小・中学校のトイレ手洗いを、直接

し、新型コロナ

奨学金を実施

（進学予定者及び区奨学生）臨時給付型

不登校特例校分教室「みらい教室」の 

高校等給付型奨学金の拡大及び大学等

更

いる学生を支援

に不安を感じて

け、進学・修学

拡大の影響を受

自立に向けて必要となる資質・能力を身

である不登校の生徒が、社会的・職業的

令和３年度から、在籍校への復帰が困難

〔事業費：６３６５万７０００円〕

〔事業費：４億８０１９万円〕
低所得のひとり親世帯への支援策とし
き３万円の臨時特別給付金を支給
インフルエンザ予防接種助成事業

新型コロナウイルス感染症患者受入医療

らい教室」を開室

成し指導を行う不登校特例校分教室「み

用化まで時間がかかる見込みの中、イン

新型コロナウイルスワクチンの開発・実

安定的に確保し、区内の医療提供体制を

疑いがある患者の受入れに必要な病床を

入院を必要としている感染者又は感染の

も対象となるよう、事業要件の下限金額

回開催（令和３年
るテイクアウト・デリバリー等の販路拡

感染拡大防止協力金」の支給を受けた事

東京都が実施する「営業時間短縮に係る

情報共有と対策強化を実施

のほか、医療物品の集中管理等、迅速な

３ 月 ９ 日 現 在 ）。各 部 局 の 取 り 組 み 状 況

に設置し、これまで

他自治体に先駆けて本部会議を２月３日

設置



新型コロナウイルス感染症対策本部の  

３回実施。区民向けも複数回実施

と今後の対応に関する職員向け研修を全

ナウイルス感染症対策にかかる現状分析

東邦大学との連携事業として、新型コロ

〔事業費：１０００万円〕

東邦大学との連携

庁内体制の強化等

機関への支援（病床確保支援）

フルエンザワクチン接種費用を助成し

維持するため、新型コロナウイルス感染

〔事業費：３億７０００万円〕

接種率を上げ、感染拡大リスクを低減さ

症患者を受入れている病院に対して支援

万円〕

商店街新型コロナウイルス感染症対策支

の向上への取組について、小規模の事業

区内ものづくり企業が実施する操業環境

〔事業費：１億

区内工場立地・操業環境整備助成事業

せ、医療現場の安定した診療体制を確保

〔事業費：３億９０３２万円〕

に付けられるよう、特別な教育課程を編

て、１世帯５万円、第２子以降一人につ

ひとり親世帯への臨時特別給付金

開室

子育て・教育への支援

31

ウイルス感染症

〔事業費：１億５０６７万円〕

15

24

25

大や販売促進、及びプレミアム付地域商

〔事業費：２億５３０万円〕

大田区感染拡大防止協力金

を引き下げ、支援を拡充
〔事業費：１億８１７４万円〕
地元店舗の利用を促進し、消費喚起・商

10

12

開設

区民生活・区内経済への
支援
特別定額給付金の支給
万円を支給する特

〔事業費：７４６億３７７０万円〕
国民一人当たり一律

新設・拡充

か月以内

： か月以内→１０８か月以内
：６か月以内→

12

子育て世帯への臨時特別給付金

※融資制度相談体制の強化

据置期間

返済期間

融資限度額：５００万円→５０００万円

〔事業費２９２万円〕

区内中小企業・小規模事業者向け 

「新型コロナウイルス対策特別資金」の  

申請受付を開始
（令和２年５月１日より）

別定額給付金について、オンラインでの

10

援及びプレミアム付地域商品券事業

を支給

50

36

店街活性化につなげるため、店舗におけ

29

新型コロナウイルス感染症拡大の防止と
区民生活及び区内経済等を支える緊急対応
令和 年度
実績

