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浩三 議員
︵み・無︶

報の取り扱いを監督する︒漏
えい等に罰則を科すなど対策
を講じており︑区の情報公開
制度でも区民の利益等が損な
われないよう取り組みを進め

ワークを通じて︑地方自治体
や国の機関等同士が情報連携
を行うとされている︒この制

品川区の領域︵領土︶について
び今後における課題などは︒
総務部長 ❶すべての契約

る︒❷❸❹地方公共団体情報
システム機構が生成した個人
番号により︑情報提供ネット

①中央防波堤埋立地につい
て㋐なぜ領有権の有無の主張

も活用しながら︑機運醸成に
努める︒㋔都の試算では経済
波及効果が都全体で約１兆６

千 億円だ︒また︑雇用の面
でも新規雇用が８万４千人と

した︒さらに平成 年度は約 ％の方が対象となるよ
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私立幼稚園協会は﹁特別支援教育を学ぶ会﹂の勉強

いてもこれを積極的に支援していくため︑平成 年度

会を開催しており︑子どもたちがよりよく発達してい

ました︒

ながら︑実態に沿った制度の見直しに努力してまいり

私立幼稚園への直接助成金は︑区の財政状況を勘案し

私立幼稚園の経営の安定化を図ることを目的とした

立幼稚園母の会連合会への助成について

しているほか︑東京の防災力
の向上等の実現性が高まると
期待している︒㋕ハード面で
は公園改修等に加えユニバー
サルデザインの推進にも努め
る︒ソフト面では︑地域スポ
ーツクラブの設立と充実に努

けるよう研修︑講演会を実施しています︒品川区にお

発売枚数を増やしては︒⑤緊
急経済支援のように単発的な
支援を導入し︑消費税の変化
に耐え得る施策を︒

じていて︑各種支援にどのよ
うに結びつけるのか︒②中小
企業金融円滑化法の期限切れ
を機に︑資金繰り悪化による
経営破綻に陥った区内企業は
あるのか︒③経営相談を充実
し︑中小企業等支援について︑
様々な側面からの体制強化を︒
④秋のプレミアム付商品券の

①景気状況をどのように感

昨今の経済動向と品川の産業
支援について

㋑文化芸術・スポーツのまち
づくり条例の基本理念にのっ
とり︑誰もがスポーツに親し
める豊かな社会の実現に向け
て更なる取り組みを進める︒

める︒❷㋐障害者水泳教室や
グラウンドゴルフ大会などだ︒

２．私立幼稚園への更なる支援・助成金増額および私

理解のほどよろしくお願いいたします︒

維持しつつ︑十分な配慮を行ってまいりますので︑ご

う所得制限の緩和を行いました︒引き続き所得制限を
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には心身障害児教育事業費補助金を増額し︑対象者１

人につき補助額 万円としました︒さらに平成 年度

には私立幼稚園協会への補助金を 万から 万円に増

額しました︒この増額により特別支援教育の充実に役

立てていただきたいと考えております︒

更は︒㋑適正人数は︒④外部
評価委員制度について㋐学校
運営協議会に改め︑より学校
を地域の身近な存在にすべき

はないが︑最低でも平成 年
度まで期間を延長する︒㋑中
学校区に概ね２名ずつ配置す
る︒❹㋐学校運営協議会とほ
ぼ同様な役割を果たしている︒

する総合的な支援を双方の連
支えられるべきだと考えるが︑
携のもとで行っている︒
見解は︒⑥学校選択制につい
❹❺４月と同額の販売予定で︑ て㋐総括と展望は︒㋑審議会
このほかにも︑生鮮三品店支
を設けては︒
援事業等も予定しており︑区
教育長 ❶小中一貫教育の
内商業の活力向上につながる
全区展開と６校の施設一体型
効果的な施策の展開に努める︒ 小中一貫校の建設だ︒❷教育
委員会と学校が一体となり問
題解決に取り組める体制を築
きたい︒❸㋐目標人数に変更

品川の教育について

①教育長が指導課長だった

７年前と比較し︑品川の教育
が大きく変わったと感じると

相談は寄せられていない︒

では︒㋑町会長推薦に基づく
委員集めが必須では︒⑤学校
は地域に開かれ︑信頼され︑

ころ等は︒②教育行政をどの
ように進めるのか︒③区固有
教員について㋐採用計画に変

❸中小企業診断士による経営
支援と企業活力コーディネー
ターによるビジネス全般に関

の行事への子どもの参加が少
ないなどの声もあり︑課題へ
の対応を学校とも協議しなが
ら︑学校選択制を進めていく︒
㋑設置は考えていない︒

㋑研究する︒❺指摘のとおり
だ︒❻㋐一定の効果が区民へ
浸透してきている︒居住地で
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地域振興事業部長 ❶業況
は改善傾向にあるが︑景気動
向を注視しながら︑緊急経済
対策をはじめとする様々な支
援に努める︒❷経営破綻等の
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度の導入趣旨は︑国民の利便
性向上と行政の効率化であり︑
制度の調査・情報収集を行い︑

みの構築を︒
区長 ❶㋐㋑パブリックビ
ューイングは︑一般の方が集
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約款に法令遵守の規定を定め
るとともに︑賃金水準の確保
に取り組んでいる︒❷簡易型

保護に総力を挙げる︒❺連携

を設置する︒❸災害対策基本
法等に基づき︑応急対応から
復旧・復興に向け︑区を挙げ

情報の収集と一元化を図り︑
区長を本部長とした対策本部

システムがすくい上げ︑マイ
ポータブルヘ︒一方︑日本年
金機構や国税庁︑そして品川
区へと理解しているが︑見解
を︒③地方自治体として︑ど

て取り組む︒❹対策本部を立
ち上げ︑区民の生命と財産の

まりづらい時間であり︑検討
が必要だ︒㋒㋓特別な事業予
定は無いが︑スポーツ祭東京

取り組みは︒㋑団体等に協力
を仰ぎ︑積極的に理解等を求
める活動を行い︑区民誰もが
一緒になって活動できる仕組

品川区の契約制度︵公契約︶
関係について

う対処・活用し︑行政に反映
するのか︒④制度の研究は︒
⑤区民等の本来のメリットづ

強化を図っている︒❻災害時
相互応援協定を結び︑連携体

２０１３など既存の関連事業
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をしないのか︒㋑帰属はどこ
の区にあると考えるのか︒
㋒平成８年に中央防波堤内側

総合評価方式は平成 年度は
全庁的な体制で臨んでいる︒
埋立地が竣工したにもかかわ
件実施した︒総合評価方式
❺働きかけを進めていく︒
らず帰属が確定していない︒
は一定の効果が期待できるが︑
中央防波堤外側埋立地につい
評価項目の見直し等が課題だ︒ 品川区の緊急事態︵ 非常事
ても未確定だ︒将来的にどう
簡易型プロポーザル方式は適
①２０２０年東京オリンピ
しようと考えているのか︒
態︶が生じた時の対応につい
切な事業者選定が行えたもの
ック・パラリンピック招致活
㋓なぜ領有権の存在主張を取
て
と考えている︒今後の課題は
動について㋐９月７日の開催
り下げたのか︒
参加事業者の増加に向けた取
地決定時に何らかのアクショ
企画部長 ❶㋐㋑㋒㋓帰属
①区長が緊急事態︵非常事
り組み等だ︒
ンを起こす予定は︒㋑開催予
問題５区協議会において︑当
態︶宣言を発するケースは︒
定地でパブリックビューイン
該地が品川区の地先であるこ
②宣言の中には︑原因事由に
グを行い︑区民等と決定の瞬
となどから区への帰属を主張
番号制度関連法の成立にとも
より基本的対応や手法が異な
間を見守っては︒㋒東京が開
したが︑折り合うのは難しく︑ なう品川区行政の考え方につ
ると思われるが︑見解を︒
催地と決定した場合︑本年度
平成 年に都への調停申請の
いて
③人間の力が及ばない自然災
中に事業が行われる可能性は︒
手続を検討するに至った︒関
害が起きた揚合の基本的事項
㋓今現在︑取りかかっている
係機関と協議したところ︑飛
や段取りは︒④テロや領域紛
①国や自治体が︑法人や個
事例は︒㋔経済効果など開催
び地での帰属は困難であるこ
争などの非常事態発生の対応
人を問わず情報を管理できる
決定による利益は︒㋕インフ
となどから︑これ以上の主張
は︒⑤警察署︑消防署や自衛
ことになるが︑所見は︒②運
ラ整備等ハード面︑スポーツ
は区民に無用の期待を抱かせ
隊等との連携は︒⑥他自治体
用開始に伴い︑住基ネットと
振興等ソフト面等での具体的
ることになるため︑主張を取
公的個人認証サービスの連動︑ との連携は︒
な利益は︒②障がい者スポー
区長 ❶❷区民の生命等に
り下げた︒現在は江東区と大
それを情報提供ネットワーク
重大な被害が生じた場合には︑ ツについて㋐理解等を高める

東京オリンピック・パラリン
ピック招致と障がい者スポー
ツについて

制を構築している︒
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くりのために︑都等に対しア
クションを起こしているのか︒
企画部長 ❶個人情報保護
委員会を国に設置し︑個人情
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①公契約賃金についてどう
考えるのか︒②平成 年に施
行された簡易型総合評価方式
や平成 年に施行された簡易
型プロポーザル方式は５年以
上経過したが︑自己評価およ

田区が協議中で︑今後は協議
の行方などを注視していく︒
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議員（自民）
茂
渡部

一般質問

