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令和 3 年 第一回定例会報告
2 月 12 日から 43 日間にわたって開催された第一回定例会は、
「令和 3 年度一般会計予算」を含む区長提出
24 議案のほか、議員提出 1 議案を可決し、3 月 26 日閉会する予定です。

2 月 22 日には、私 青鹿公男が、
「つなぐプロジェクト」を代表して一般質問を行い、将来の交通の在り方を

踏まえたまちづくり、保護司について、ショートメッセージの活用について、区長に提案・質問を行いま
した。
（質問要旨は裏面をご覧ください）

今後も現場に足を運び肌に感じたニーズに応えてまいります。ご理解とご協力をお願いいたします。

● 各委員会からのおもな議題を抜粋しました。

〇特別養護老人ホーム浅草の大規模改修
一人あたりの居室面積の拡大、寝台対応エレベーターの増設 令和４年 10 月再開予定
〇竜泉二丁目（旧竜泉中学校）の新施設の特別養護老人ホームの選定結果
指定管理者は、社会福祉法人東京援護協会に決定
〇浅草中学校への知的障害特別支援学級の設置
現在は、柏葉中学校の１校のみ
〇幼稚園の預かり保育の試行開始
区立幼稚園で週２回、預かり保育を試行開始
〇リバーサイドスポーツセンター運動場大規模改修工事
令和４年以降、実施設計、建築確認申請など
〇田原町アパホテルでのコロナ患者受け入れが終了
〇ワクチン関連
・集団接種会場 → 谷中防災コミュニティーセンター追加 区内６か所
〇防災アプリの充実・強化
現行の仕様に「風水害モード」と 登録された住所から「町会名」の表示を追加
〇令和２年の区内犯罪件数 指定重点犯罪件数は昨年より減少（785 件→684 件）
〇営業許可業種が令和３年６月に変更に （例）喫茶店営業→飲食店営業

交通分野のテクノロジーの一つである MaaS（※）は、複数の移動手
段を、スマホアプリ等を活用し、一つのサービスとして 提供してい
くことで、既存モビリティの利便性向上や、観光客等の回遊性の向
上が期待できる。区では、コロナ後の地域経済を活性化させるため
の回遊性の向上や、高齢者への移動手段の確保が必要であり、公共
交通機関の利便性が高いユニバーサルなまちづくりを進める必要
がある。そこで、MaaS のように、区民が移動しやすいシステムの
導入を含めて、将来の交通のあり方を踏まえたまちづくりを積極
的 に検討すべきと考えるがどうか、区長の所見を伺う。
※MaaS（マース）Mobility as a Service の略。

区長答弁 今後、この MaaS によるサービスの更なる展開や、パーソナルモビリティ、自動運転などの新型
輸送サービスの実現が、本区の交通に係る課題解決を図るとともに、安全で利便性の高いまちを構築する
ことに 繋がるものと認識をしています。一方で、それらを実現するためには、まちづくりとしての整理も必
要になると考えています。そのため、交通結節点や歩行者も含めた街路空間のあり方など、都市基盤整備に
係る課題については、各地区のまちづくりにおいてしっかり検討を進めて参ります。

〇保護司について

誰もが安心して暮らせる、
安全な地域社会を作り上げるには保護司の協力が不可欠である。
保護司がやりが
いを感じ、
長く活発に活動を続けられるよう、
支援を講じる必要があると考えるがどうか、
区長の所見を伺う。
区長答弁 保護司の皆様には、犯罪や非行歴のある方の立ち直りを支えていく保護観察をはじめとする更
生保護活動に、強い使命感をもって ご尽力いただいております。また、台東区保護司会は、東京藝術大学と
連携した 親子ワークショップを実施するなど、地域への啓発活動にも積極的に取り組んでいただいていま
す。区はこれまでも、台東区保護司会が実施する啓発事業や 研修に要する経費の一部助成、各種会議や 事業
の準備段階からのサポートなど、保護司の活動を支援して参りました。さらに、保護対象者との面談、研修、
会議など 保護司の活動拠点である「更正保護サポートセンター」の 設置場所として、区有施設の一部を提供
するなど、活動場所の確保にも努めています。

〇ショートメッセージサービスの活用について

税や保険料の未納者に対し、これまでの督促や催告に加え、より効果的なアプローチを行うため、SMS
ショートメッセージサービス（※）を活用すべきと考えるがどうか、区長の所見を伺う。
※ショートメッセージサービス 携帯電話やスマートフォン同士で短いテキストによるメッセージを送受信するサービス

区長答弁 SMS の活用により、仕事等で電話に出られない方や、訪問してもご不在の方への 連絡手段の拡
充を図ることが出来ます。また、税や保険料の未納者に対し、これまでの督促や催告の方法と組み合わせる
ことで、より効果的なアプローチが可能になると認識をしています。一方で、個人情報管理の問題や特殊詐
欺に間違われてしまうなどの課題があると考えています。今後、本サービスを活用できる事例や費用対効果
等を精査し、他自治体の状況等を踏まえ検討して参ります。

●現在
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令和３年度

一般会計予算

10,000 円の使われ方（令和３年度一般会計当初予算額を１万円に換算して目的別に表したものです。
主 な 事 業

民生費

教育費

総務費

衛生費

土木費

３，４９７円

２，３７３円

１，３４２円

８９１円

５５８円

産業経済費

３４８円

文化観光費

１３８円

その他

８５３円

生活保護
高齢者や児童、障害のある方、
障害福祉サービス
生活に困っている方への給付
子供育成活動支援
にかかる費用
特別養護老人ホーム「浅草」大規模改修
学校・保育園の整備・運営、生
涯学習の振興にかかる費用

災害対策、区民館等の運営にか
かる費用
健康づくり、環境の保全、清掃
事業にかかる費用
まちづくりの推進、道路・公園
の整備にかかる費用
地域産業の振興、消費者保護に
かかる費用

文化・観光事業の振興にかかる
費用

学校園等情報配信システム

小・中学校ＩＣＴ教育の推進

長期総合計画と一体で策定するため、策定を延期
うえの夏祭り「納涼演歌まつり」を中止
中学校オリエンテーションを中止
寿作品展示会を中止

その他 13 事業

さわやかトイレ整備スケジュールの見直し
下町風俗資料館のリニューアルを延期

検査センター大規模改修事業を延期
リバーサイドスポーツセンター屋外施設整備を延期
小中学校図書環境整備実施方法を見直し
街路樹の植替え工事のスケジュール見直し
2020 台東区コレクション展を会場都合により中止
蔵前臨時観光バス待機場の運営休止
台東区総合学力調査を中止
特色ある公園整備スケジュールを見直し

以下の病気や状態の方で、通院／入院している人
１．慢性の呼吸器の病気

キャッシュレス決済の導入

３．慢性の腎臓病

デジタル行政窓口の整備

４．慢性の肝臓病（肝硬変等）

東京オリンピック・パラリンピック大会推進

５．インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は、他の病気を併発している糖尿病

災害対策本部機能の充実
患者発生時防疫措置
産後ケア

花の心プロジェクト

東上野四・五丁目地区まちづくり推進
密集住宅市街地整備促進

安全で安心して住める建築物等への助成
無電柱化の推進

経営相談

利子及び信用保証料補助

講演会シリーズ「江戸から学ぶ」／江戸をたずねる
障害者アーツ

5,000 万円
956 万円
532 万円
511 万円
467 万円

令和３年度予算案において見直しした事業（171 事業）

〈おもな事業〉

●優先接種の対象となる「基礎疾患」とは？

２．慢性の心臓病（高血圧を含む）

アスリートから学ぶ Let’s Enjoy スポーツ

新型コロナウイルス感染症のため中止した事業（18 事業）
東京オリパラのコミュニティライブサイトを中止

今後も変動する可能性がありますので、詳しくは、 厚生労働省 HP まで

私立幼稚園・こども園・保育所等感染症対策補助

区議会の運営、特別会計への繰出金、特別区債の償還にかかる費用

〈おもな事業〉

コロナウイルス感染症について皆さんから多く伺う疑問についてまとめました。

△ 12,937 万円
△ 7,507 万円
△ 6,113 万円
△ 2,942 万円
△ 2,818 万円
△ 2,786 万円
△ 1,695 万円
△ 1,230 万円
△ 1,121 万円
△ 1,030 万円

６．血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血は除く）
７．免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍含む）
８．ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
９．免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10．神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11．染色体異常
12．重症心身障害（重度の肢体不自由・知的障害が重複状態）
13．睡眠時無呼吸症候群
14．基準（BMI “30” 以上）を満たす肥満の人
BMI ＝体重（kg）÷ 身長（m）の２乗
（例）身長 1m60cm の場合、体重 76.8kg が

BMI ”30”となります。

「住民票登録地」と違う場所で接種できる人とは？
・出産のために帰省している妊産婦
・単身赴任している人
・遠隔地へ下宿している学生
・DV やストーカー行為、児童虐待などの被害者
・入院、入所している人
・災害時の被害にあった人
・拘留・留置されている人、受刑者
・基礎疾患のある人が主治医のもとで接種する場合
・このほか市町村長がやむをえない事情があると認めた人

