年 第 ３ 回 定 例 会 で は︑ 区 政 全 般 に つ

︵一般質問︶

区政をきく
平成
いて︑ 名の議員が一般質問を行いました︒
以下︑概要をお知らせします︒

が生み出す公益性を評価して
いる︒❺公表の考えはない︒
説明会では疑問や反対が続出︒
住民を追い出し街を壊す︑補
助 号線・放射２号線などの
道路づくりはやめよ
①補助 号と放射２号の道
路計画上の権利者は︒②なぜ

っていくのか︒④わが家の防
災ハンドブックは防災対策・

の情報発信を︑どのように行

などについて︑区政の信念を
伝える取り組みへの所見は︒
②災害などの発生時に起きや
すいデマについて︑真実を伝
える取り組みやデマ防止への
対策は︒③企業や事業者等へ

❸プラン見直しの考えはなく︑ 標の伝え方や代替地への熱意
国有地の活用は多面的︑総合
的に検討をしていく︒
高齢者の医療費負担２倍化︑
介護サービス取り上げなどの
﹁社会保障解体﹂に反対を
①生活保護受給額の減額に
ついて㋐減額の人数は︒㋑対

の活用等の周知や︑きめ細や
かな相談を通して適切な支援

に努める︒㋒延期された時点
で︑対応可能な方策等につい
て改めて検討していく︒

いじめ対策について

①いじめ防止対策推進法に
よれば︑地方公共団体等は地

康カレンダーの作成を︒

健康福祉事業部長 ❶一定

の効果を上げてきたと考えて

いる︒❷疾病治療だけでは不
十分であり︑一次予防事業が
重要性を増すものと考えてい
る︒❸高齢者の増加から︑医
療や介護に係る経費も増加す
ると見込んでおり︑医療費の

抑制に努めていく︒❹考えて
いない︒❺予防接種のスケジ

共産…日本共産党品川区議団

み・無…みんな・無所属品川

民・改…民主・改革ネット

ュール等が健康カレンダーの
機能も果たしていると考える︒

20

報スタンドにも置いてあります。

公明…品川区議会公明党

会派名は次の略語で記載しています。 自民…品川区議会自民党

域の実情に応じた地域いじめ
防止基本方針の策定と︑いじ
め問題対策連絡協議会の設置

14 日までは品川区内の駅の広

に努めることとなっている︒
契約事務関連について
区としての基本方針等を条例
化するのも一つの方法と考え
①区は６月より一部試行と
るが︑所見は︒
して最低制限価格を設定して
教育長 ❶これまでも学校
いるが︑低入札価格調査制度
支援チームや品川区いじめ根
と最低制限価格制度に対する
絶協議会の設置など︑可能な
今後のあり方について︑所見
限りの未然防止策に取り組ん
は︒②公共工事の品質確保の
でいる︒区としての方針を定
める必要があると考えており︑ 強化に向け︑監査委員による
条例化も含めて検討していく︒ 設計監査も執り行っていると
思うが︑近年の状況や実績は︒
総務部長 ❶入札状況の推
健康増進について
移や試行中の最低制限価格制
度の実施状況を踏まえて検討
①総合実施計画における生
していく︒
活習慣病予防の︑これまでの
代表監査委員 ❷平成 年
効果や検証は︒②対症療法や
からの５年間で延べ９件の工
原因を治していくことへの着
事監査が実施され︑全体とし
眼点と見解は︒③民生費や医
ては適切に執行されていた︒
療費の今後は︒④健康都市宣
今後とも︑適時的確に必要な
監査を実施していく︒

た、 平 成 26 年 1 月 6 日 か ら

震災関係資料等について濃密
戸越公園駅前地域説明会のみ︑ 象から外れた人数は︒㋒平均
な内容のため︑企業や事業者
都の都市整備局の主催なのか︒ 額は︒㋓区全体の削減額は︒
への配布を網羅する必要があ
取り組みを進める︒❸❹考え
③防災の根拠等も答えない説
㋔３年後の削減額や影響は︒
るのでは︒⑤４月に消費税が
ていない︒❺最大で か所だ︒ 明会で︑住民が納得している
②社会保障を何と考えている
８％となる場合㋐マイホーム
❻ 年度末で ％だ︒❼必要
のか︒④測量の前に何度も説
のか︒③社会保障制度改革推
性を検討する︒❽更なる増配
明会等を行うよう都に求めて
進法の具体化に反対の姿勢を︒ 取得等の駆け込み需要に対す
るアドバイス等の情報発信は
備は︑状況を見極めて判断す
健康福祉事業部長 ❶㋐約
は︒⑤都へ事業認可申請をし
できないか︒㋑区内産業等全
る︒❾要援護者支援の仕組み
ないよう求めては︒⑥シミュ
５千 人だ︒㋑いない︒㋒㋓
般における駆け込み需要に何
は構築しており︑マニュアル
レーション結果を都から未だ
生活扶助費の減は１人平均約
らかの措置や影響︑対応が必
についても協議をしている︒
要なものがあるのか︒㋒増税
❿広域避難場所はトイレの設
延期の際の対応は︒
置を要件としていない︒
区長 ❶区の施策や事業に
ついて︑目的や意義を区民に
住友不動産 西品川１丁目開
十分理解していただくことが
発に 億円の税金投入︒区民
重要だと考え︑様々な機会を
が望まない超高層ビルはやめ
通して区政に対する理解を深
よ
めてもらうよう努めている︒
❷区ホームページ等で注意喚
起を随時掲載し︑メールマガ
ジン等を使って周知に努めて
いる︒❸ホームページで契約
等３つの分野を設け情報発信

600

言への取り組みは︒⑤予防接
種やがん検診の日程など︑健

折込みでお届けいたします。ま

しており︑登録企業にはメー
ルマガジンによる情報提供も

行予定の区議会だよりは、新聞

行っている︒❹９月上旬に約

次回、平成 26 年１月１日発

工夫をしていくとのことだ︒
特養ホーム入所待ち 人︒
﹁みやこ荘跡﹂後の増設計画

区政発展を願い
区政の信念を伝える取り組み
について

２千 の企業に配布した︒現
在検討中の災害対策基本条例

家庭に配布しています。

500

に入手していないのか︒⑦車
円で︑８月は全体で約 万
両火災を区が検証しては︒⑧
円だ︒㋔現時点ではお答えで
環境予測調査を行うべきでは︒ きない︒❷生活の安定・安心
都市環境事業部長 ❶おお
を目的としたセーフティーネ
むね 棟と 棟だ︒❷周辺ま
ットだ︒❸反対の考えはない︒
ちづくりも考える必要がある
ためと聞いている︒❸❹説明
会では不安などを感じる方も
いることから︑丁寧な対応を
心がける︒❺考えはない︒❻
公表する考えはないとの話だ︒
❼独自の評価検証はできかね
る︒❽環境影響評価の予定は
ないが︑排気ガスの低減等の

800

をつくれ

後に区議会だよりを発行し、各

60

都市環境事業部長 ❶評価

せするために、 各定例会終了

430

議員（自民）

健信

本多

24

145

①地権者が組合設立に同意
しなかった理由は︒地域から
①耐震化に責任を持っては︒ 出ざるを得ない状況をどう考
えるのか︒②防災対策なのに︑
②耐震診断等の年次計画を策
なぜ超高層なのか︒③防災上
定し︑達成状況の公表を︒③
の対策が確立するまで待つべ
きでは︒④ 億円もの税金投
入は区民の理解を得られるの
か︒⑤再開発事業の利益の情
報を公開すべきでは︒
一般耐震診断の無料化を︒④
耐震改修の補助率引き上げと︑
住宅改善工事助成との併用を︒
⑤火災対応は何か所可能か︒
⑥上水道継ぎ手の耐震化は何

％か︒⑦スタンドパイプの増

区議会の活動状況をお知ら

29

220

で企業の役割等を明確にし︑
あわせて防災対策についての
啓発や情報提供を充実させて
いく︒❺㋐区ホームページを
活用し︑国が提供する消費税
情報がより身近に届くよう対
応を行っていく︒㋑設備投資
への需要が想定される︒融資
10

594

議員（共産）
鈴木ひろ子

29

①８月末の申込数は︒②
年後を見通した計画をつくり︑
具体化を︒③公共施設有効活
用プランを見直し︑国有地を
①国旗への理解を深めるよ
購入して特養ホームの増設を︒ り一層の取り組み︑待機児童
健康福祉事業部長 ❶ 人
ゼロへの進め方を理解しても
だ︒❷総合的に判断していく︒ らう取り組み︑道路整備の目

594

一般質問

配備を︒⑧街頭消火器の増配
額に対する不満等だ︒一方的
備を︒⑨要援護者支援マニュ
に反対者に転居を求めるもの
アルの作成を︒⑩広域避難場
ではない︒❷防災上の課題を
所に災害用トイレの設置を︒
解消し︑公共空間を整備する
区長 ❶区は自助を支援す
ものだ︒❸国の動向を注視し︑
る立場だ︒❷年単位ではなく
最新の技術検証を計画に反映
平成 年度までの目標を定め︑ するよう指導する︒❹再開発

おしらせ
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巨大地震による住宅倒壊、
大火から区民の命守る対策
を急げ
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