調査活動／地域での活動

杉並区議会議員(無所属)

岩田いくま 区政報告
内覧会／地域説明会

第７１号（令和３年夏号）

セミナー／講演会

３月２９日、移転
改築された永福
永福
図書館と、新た
図書館と
コ
に併設されたコ
ミュニティふらっ
と永福の内覧会
に参加しました。
また、３月２６日
永福図書館 及び
及び６月１３日
コミュニティふらっと永福
には、富士見丘
富士見丘
北公園拡張の都市計画に関する説明会に、６月２５
北公園拡張の都市計画に関する説明会
日には久我山１丁目都有地を活用した障害者施設
久我山１丁目都有地を活用した障害者施設
の整備に関する説明会に参加しました。
の整備に関する説明会
新しい施設を自ら確認することは、今後
の施設建設計画時における議会審議の
参考としたり、また、区民の方から施設に
関するご相談を受けた際の参考とするこ
とが出来ます。
また、地域の方に向けた説明会に自ら足を運ぶこと
で、参加者のご意見を直接伺うことが出来ます。
今後も、内覧会や地域説明会に足を運ぶようにした
いと思います。
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５月１２日、東京ビッグサイト青海展示棟で開催さ
れた「教育総合展ＥＤＩＸ東京」に参加
「教育総合展ＥＤＩＸ東京」に参加し、セミナー
「教育総合展ＥＤＩＸ東京」に参加
「コロナ禍、未来を切り開く子どもを育てるために」
を聴講しました。
を聴講
また、６月２４日には、日本更生保護協会主催のオ
ンライン講演会「発達障害の理解と対応」を聴講
「発達障害の理解と対応」を聴講し
「発達障害の理解と対応」を聴講
ました。
教育総合展でのセミナーは、全国保育
士養成協議会会長の汐見稔幸氏と、花
まる学習会代表の髙濱正伸氏の対談形
式で進行されました。
 保育所・幼稚園・学校を“まちにひらく”のがこれ
からの教育
 これからの教育では、“自分でカリキュラムを考
える”ことが大切
等、様々な示唆を得ました。
今後も、自身の都合にあわ
せて柔軟に受講できるオン
ライン講演会を含め、様々
な機会を捉えて自身の知見
を高めていけるよう、取組ん
でいきたいと思います。

岩田いくま（生真）略歴：昭和46年（1971年）生。都立西高、東京大学卒。
外資系コンサルティング会社勤務を経て、平成15年5月より杉並区議会議員。
令和元年5月より５期目。
趣味：バレーボール（大学時代は母校で部活動のコーチを行う）、読書。
家族：妻、長男（１８歳）、長女（１５歳）、次男（１３歳）。
P.1 令和３年度一般会計補正予算
（第1号～第5号）の全体像
P.2 補正予算（第3号、第4号、第5号）

P.3 学校施設整備計画、所属委員会等変更、
ＩＣＴによる行政改革
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総額 約９４億円の補正予算
～ 新型コロナウイルス感染症対策 ～
令和３年度一般会計予算として、区政報告第７０号でご紹介した１回を含め、既に新型コロナウイルス感染
症対応を主とする補正予算が５回編成されました（第２回定例区議会閉会まで）。私は、緊急性・必要性から、
私は、緊急性・必要性から、
全ての補正予算に賛成しました。
全ての補正予算に賛成
なお、各補正予算のうち第３号～第５号については、事業の詳細を２ページでご報告しております。
議決日

補正予算

総額

盛り込まれた事業の例
16歳以上の区民へのワクチン接種

3月12日

一般会計（第1号）(*1)

43億9,563万7千円

コールセンター業務及び集団接種会場運営

放課後子ども教室
ワクチン接種会場整備・維持管理

平成２９年度から始めた「小学校放課後子ども教室」も、令和３年度で５年
目となりました。
今年度も未だコロナ禍のため、従来行っていた全てのプログラムを行うこと
は現状では出来ません。
そこで、校庭での自由遊びに少しでも多様性を持たせるため「モルック」
「モルック」(*1)
の道具を購入し、体験会を実施しました。
の道具を購入し、体験会を実施

プレミアム付商品券事業
3月31日

10億8,486万4千円

子育て世帯生活支援特別給付金支給
ワクチン接種会場賃貸借

5月19日

(*1)フィンランドの伝統的なゲームを元に、老若男女が楽しめるよう考えられたアウトド
アスポーツ。１２本のピンに向かって棒を投げ、得点を競います。

一般会計（第2号）

一般会計（第3号）

10億9,792万6千円

ワクチン集団接種会場増設対応

一般会計（第4号）

13億5,121万4千円

感染者・濃厚接触者対策

一般会計（第5号）

14億5,476万円

ワクチン接種体制の拡充

「モルック」の道具
6月17日

室内でのプログラムに一定の制約がある中、子供でも楽しめそうなニュースポーツを取り入れ、多
様な体験が出来るよう取組んでいます。また、近隣児童館から申し出をいただき、放課後子ども教
室と学童クラブの両者を対象とした「出張児童館」を小学校校庭で実施することも出来ました。
子供達により多様な機会を提供できるよう取組んでいきたいと思います。
今後とも、子供達により多様な機会を提供できるよう取組んでいきたい
子供達により多様な機会を提供できるよう取組んでいきたい

次回の定例区議会（令和３年第３回定例会）は、９月９日（木）開会予定です。
区政や岩田いくまに対する質問・ご意見・ご要望をおきかせください。
ＦＡＸ：０３-３２４７-８６６０ もしくは Ｅ-Ｍａｉｌ：ｉｋｕｍａ＠ｇａｋｕｓｈｉｋａｉ．ｊｐ
４

(*1)区政報告第７０号の内容を再掲。

ワクチン接種への対応は、いわば「走りながら考えざるをえない」面があり、また、「昨日の常識
は今日の非常識」といった場面もたびたび出てきております。
私自身、ワクチン接種の様々な局面に応じ、区民の皆様からご要望や苦情をいただき、区行政
に対して改善要望等を行ってまいりました。
今後は６４歳以下の方々の接種が本格化してまいります、１０月～１１月までに希望する方々への接種が
１０月～１１月までに希望する方々への接種が
完了するよう、引き続き区の取組をチェックしていきたいと思います。
完了
１

補正予算（第3号）
月19日議決
日議決
補正予算（第 号） ： 5月
主な事業

予算額

コールセンター回線増（50→80回線）

3億6,905万円

集団接種会場増設

5億9,232万円

病床確保のための転院支援

区立学校施設整備計画（改築計画）
令和３年第２回定例区議会中に開催された６月９日の文教委員会において、「杉並区立学校施設整備計画
（第２次改築計画）」が報告されました。
杉並区立の学校は、小学校４０校、中学校２３校、特別支援学校１校の計６４校あります。このうち、築５０年以
築５０年以
上の学校は３５校にのぼり、約５５％を占めてお
上の学校は３５校にのぼり、約５５％
学校施設の目指すべき姿
ります。
①安全・安心で、快適に過ごせる学習・生活空間の整備
今回の計画では、学校施設の目指すべき姿を
定めた上で（右記参照）、今後の改築に当たって
②多様な教育に対応できる学習環境の整備
は、
③地域の拠点となる開かれた学校づくり
スリム化を図ること
 学校施設のスリム化
スリム化
 改築時期を、従来の築５０～６０年から築８０
築８０
④将来転用可能な柔軟性のある施設づくり
年へと長寿命化を図ること
年へと長寿命化
⑤環境に優しい施設づくり
が示されました。

5,914万円

 集団接種会場の増設に伴う会場整備費・管理運営委託費・接種
事業委託費等の増
 昨年度も補正予算対応（第11号。 1月26日議決）を行った転院支援
事業
等が盛り込まれました。
その他、点字資料の作成や接種会場への手話通訳者の配置等、視覚障害
者・聴覚障害者への対応や、外国人対応に伴うチラシ作成経費等が盛り込ま
れました。

阿佐谷ワクチン接種特設会場
（5月18日夕刻撮影）

補正予算（第4号）
月17日議決
日議決
補正予算（第 号） ： 6月
令和３年度当初予算
主な事業
予算額
において、主な新型
生活困窮者等自立促進支援
1億7,113万円
コロナウイルス感染
症対策経費は上半期
中小企業支援（信用保証料補助等）
2億455万円
分（令和３年４～９月）を計上し
感染者・濃厚接触者対策
4億6,447万円
ておりました。
しかしながら、４月２５日に再度
４月２５日に再度
保健所体制強化
3億1,236万円
緊急事態宣言措置がとられた
デジタル教材導入
3,026万円
ように、感染拡大による追加対
策が必要との観点から、①感
策が必要との観点
高齢者肺炎球菌予防接種自己負担軽減
4,293万円
染症患者移送業務委託費②感
染症患者入院医療費③医療機関への運営支援④杉並区受診・相談センター運営費⑤杉並保健所生活衛生
課分室におけるＰＣＲ検査費 等について、上半期増加分及び下半期分
上半期増加分及び下半期分が計上されました。
上半期増加分及び下半期分

補正予算（第5号）
月17日議決
日議決
補正予算（第 号） ： 6月
６４歳以下の方への
接種券一斉発送（６
月２１日）を控え、平
平
日働いている方のニーズに応
えるため土日祝日の集団接種
えるため
体制を強化するための経費や、
区内診療所等での個別接種開
始・拡充に対応するた
始・拡充
めの経費が盛り込
まれました。
２

主な事業

予算額

生活困窮者自立支援金支給

9億4,253万円

集団接種会場の土日祝日開設拡大

1億3,673万円

コールセンター回線増（80→130回線）

2億7,921万円

障害者施設等への巡回接種

3,745万円

新型コロナワクチン小分け配送業務拡充

2,669万円

ワクチン接種実施医療機関への協力金

1,500万円

学校は地域の中心となる施設であり、適切に
改築を行っていく必要があります。その際、長
長
寿命化を図ることにより、財政負担の縮減と
平準化を図ることも出来ます。
平準化を図る
今後、子供達の学びの場を適切に確保し、かつ学校施
学校施
設のさらなる有効活用を図っていくためにも、計画的に
設のさらなる有効活用を図っていく
改築が行わ
れているか、
また、施設
の設計は適
切か、しっ
かりとチェッ
クしていき
たいと思い
ます。

所属委員会等変更
５月１９日の臨時議会をもって、所属委員会等が
変更となりました。
これまでの１年間は、
 文教委員会
 道路交通対策特別委員会（委員長）
 都市計画審議会
 基本構想審議会
に所属して活動してまいりましたが、今後は、
 常任委員会・・・文教委員会
文教委員会（引き続き）
 特別委員会・・・議会改革特別委員会
議会改革特別委員会
 議会運営委員会
 各種審議会・・・基本構想審議会
基本構想審議会（引き続き）及び
国民保護協議会
に所属して活動してまいります。

＜提案実現＞ ＩＣＴによる行政改革
平成２９年３月の予算特別委員会において、ホワイトカラー（バックオフィス業務）の生産性向上策として、
「ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション） (*1)の行政への導入・適用」
を提案しました。
を提案
令和３年第２回定例区議会中に開催された６月１０日の総務財政委員会において、「令和３年度デジタル化に
関する主な取組」として、保育所利用申込書・認定申請等
の６業務において、ＲＰＡ及びＡＩ－ＯＣＲ(*2)を活用して業務
の効率化を図る旨、報告されました。
業務時間削減効
本格稼働は本年１０月からの予定ですが、業務時間削減効
果は、推計で年２，８４５時間に及びます。
果は、推計で年２，８４５時間
今後も、行政効率化に資する取組については、積極的に提
案していきたいと思います。
(*1)人が行う定型的なパソコン操作をロボット（ソフトウェア）が代替し
て自動化する技術
(*2)ＡＩによる文字認識技術を活用して、手書き帳票の文字をデータ
化する技術

平成２９年予算特別委員会での質疑の様子

３

