藤原

正則 議員
︵み・無︶

財政についての所見は︒③区
内中小企業に向けて︑更なる

長期基本計画の改訂について
①検討委員会における特徴
的な意見は︒②これからのス

オリンピック・パラリンピッ
ク招致について
①２０２０年東京オリンピ
ック・パラリンピックの㋐区
への影響は︒㋑区の取り組み
は︒②オリンピックのにぎわ
いとともに︑子どもたちへの
取り組みは重要なことと思う︒
今後の取り組みの考え方と具
体策は︒
企画部長 ❶㋐経済波及効

⑧管理職試験等の受験者減少

方針に反したものではない︒
自治とリスク管理について
区では︑将来の子宮頸がんの
①厚生労働省の判断を受け︑ 発症を抑えることも︑区民の
野田市が子宮頸がんワクチン

会は残されているため︑国の

防接種は法に基づき実施され
るため︑裁量の余地は多くは
ないが︑自己決定・自己責任
の姿勢を持ち︑適切に対応す

健康リスクの回避に重要であ
り︑過度に接種を抑制する必
要はないと判断した︒定期予

に歯どめをかけるため︑上司
が職場をリードし︑仕事のや
りがいや楽しさを部下に伝え
ていくことや︑組織的な支援

も必要だと考えるが︑現在の
接種の見合せを決定したこと
取り組みと今後の予定は︒
は︑市が自ら判断し︑方向性
総務部長 ❶特別区採用試
を打ち出した自治の望ましい
験合同説明会に品川区のブー
あり方の１つだと思う︒区民
スを設け︑区をＰＲしている︒ の健康を守るという︑区の責
また︑各組織において品川区
務︑責任という観点から︑リ
スクには十分な危機管理が行

る︒❷❸平成 年に新しい基
本構想を策定した︒その中で

※採 択（区議会として、ご希望に賛同します。
） 趣旨採択（区議会として、ご希望の趣旨には賛同します。
）
不採択（区議会としては、
ご希望に賛同しかねます。
） 継続審査（区議会として、引き続き慎重に審査します。
）

の魅力や区政情報を積極的に
発信している︒❷㋐平成 年
度 名︑ 年度 名︑ 年度

不採択

名︑ 年度 名︑ 年度

区の将来像を掲げて自治の方
向性を明らかにするとともに︑
その具体化のために長期基本
計画を策定して実現に努めて
いる︒また︑独自の判断と責
任において︑区では 区に先
駆け︑ごみの各戸収集の実施︑

白金幼稚園の日照環境を守ることについての陳情 平成25年 陳情 第13号

果等を期待する︒㋑庁内に連
絡会議を立ち上げ︑課題整理
を行いながら対応する︒❷世
界の人々と出会う機会となる
ことから︑児童の語学力の強
化等に取り組む︒また︑小中
高校生対象のスポーツ教室や
強化練習等を行っていく︒

不採択

施策の工夫はあるのか︒
企画部長 ❶国家財政の状
況は極めて厳しい状況にある
と認識している︒❷区財政の
先行きは楽観視できないが︑
更なる行財政改革等で︑効果
的な財政運営をめざしていく︒
❸景気動向等の把握に努め︑
積極的に支援する︒

平成25年 陳情 第12号

品川図書館について

不採択

東京都の「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」不
燃化特区制度募集に対する補助29号線沿道地区
の応募除外を求める陳情

待機児童問題が発生した際の
私立保育園や認証保育所に対
する誘導策を実施している︒

趣旨採択

平成25年 請願 第12号

われるべきだ︒万に１つの危
険性があれば国に追随するこ
となく︑区の自己決定・自己
責任の姿勢で安全性を最優先
とした対応を図るべきでは︒
②区民生活の更なる向上に向
けて︑自治本来のあり方の観
点から︑どのように取り組む
のか︒③自治を徹底していく
区の現状とあるべき姿は︒
区長 ❶野田市では接種機

平成25年 陳情 第10号

武蔵小山駅周辺地域の開発計画に関する請願

①図書館は区長部局に移し

①優秀な人材を確保するた
め︑どのような手だてを講じ
ているのか︒②過去５年間の
㋐特別区職員採用試験の受験
者のうち︑品川区を希望した
者の数の推移は︒㋑Ｉ類採用
試験において︑国等と特別区
を併願し︑品川区を選んだ者
は何人か︒③採用後３年程度
までの職員で︑メンタルヘル
スの不調による病気休暇の取
得︑休職や退職に至った件数
と概略は︒④新人職員には指
導員を置くことや︑指導員の
負担を勤務評定で反映する仕

など︑職員の意欲をより具体

的に反映できる仕組みとして

策実行能力の向上と連携の強

不採択

待機児童解消と今後の保育施
策について

て生涯学習を一体的に考え︑
施策を展開すべきでは︒②駅
近くでの取り次ぎサービスに
ついて㋐実績件数は︒㋑全体
に対する割合は︒㋒更に展開
しては︒③図書館では勉強で
きるスペースがなく︑不満の
声が寄せられている︒実情と
考え方︑自習にも使えるよう

名だ︒㋑採用者 名のうち︑
８割以上が当初からの品川区
希望者だ︒❸過去５年間で病
気休暇８名︑病気休職６名︑
退職１名だが︑産業医面談等
の対応により９名が職場復帰
している︒❹係長と指導担当
職員を対象に新規採用職員受
け入れ研修等を実施し︑新人
指導担当職員には勤務評定の
﹁指導力﹂に反映させている︒
❺採用６か月後の条件付採用
期間評定や︑上司との面談の
中で把握し︑必要に応じ人事
課も対応している︒❻専門研
修受講者を面接員に配置し︑
評定の精度を確保している︒
面接者訓練の充実を図るなど︑
より良い人材の確保に努める︒
❼被災地への職員派遣は公募
組みの整備も急務かと考える︒
見解は︒⑤採用後︑職員の品
川区への定着率や勤務成績の
良好さで︑採用過程が妥当か
検証しては︒⑥面接官のスキ

いる︒❽若手管理職や係長に
よる勉強会を新たに始め︑政

により実施している︒政策課
題研修は提案の事業化を図る
ルアップのため研修や訓練を
充実させては︒⑦若手職員の
柔軟で新しい発想を区政に取

平成25年 請願 第13号

希望する区民に救急キットの配布を求める陳情

ケジュールは︒③景気動向を
踏まえ︑裏付けとなる財政見
通しをどう考えているのか︒
④消費税をどのように見込ん
でいくのか︒⑤前回は７つの
品川プランという重点的・特
徴的なものを抽出したが︑今
回の見直しでの考えは︒⑥都
区のあり方について㋐特別区
としての取り組みは︒㋑区長
の考えは︒⑦中間見直しに際
して︑組織改正の考えは︒
区長 ❶地域コミュニティ
①人口動向の調査結果も踏
まえ︑待機児童対策をどのよ
うに進めるのか︒②昨年関連
三法が成立し︑取り組みが進
められている子ども・子育て
支援新制度について㋐準備状
況は︒㋑区としての取り組み
の考え方は︒㋒今後︑区の幼
保一体施設︑幼稚園︑保育園
はどうなるのか︒
子ども未来事業部長 ❶平

改善する考えは︒
教育次長 ❶現在の位置づ
けを変更する考えは無いが︑
生涯学習部門との連携も不可
欠であると考えており︑引き
続き緊密に連携する︒❷㋐㋑
８月は大井町が７千 件で約
％︑武蔵小山が５千 件で

23

継続審査

平成25年 陳情 第15号

行財政改革 東五反田４丁目の国有地活用についての陳情
特別委員会

のあり方等だ︒❷パブリック
コメントを経て委員会の答申
をいただき︑改訂計画を策定
する︒あわせて総合実施計画
を策定する︒❸可能な限りの
条件を洗い出し︑財政見通し
を立てており︑着実に実行し
得ると見込む︒❹法定税率に
より収支を見込んでおり︑適
切に対応する︒❺迅速かつ的
確に対応すべきものは︑重点

プロジェクトとして打ち出す︒ 成 年度が乳幼児人口のピー
❻㋐児童相談所の移管は協議
クと予測するが︑その後も保
を進める︒㋑基礎自治体の役
育需要の高どまりが見込まれ
割を果たすべく取り組む︒❼
る︒将来的な財政負担を考慮
効率的な執行体制を検討する︒ し︑総合的に取り組む︒❷㋐
国では本格施行に向け準備を
経済対策について

20

不採択

国有地などを使って、区立認可保育園の増設を
平成25年 陳情 第14号
求める陳情

継続審査

「子宮頸がんワクチン接種事業の見直しと、健全
平成25年 陳情 第 9 号
な教育を求める」陳情

文教委員会

り入れることは︑区政にプラ
スになるはずだ︒特命事項に

化を図っている︒また︑職員
の育成については︑採用︑研

消費税増税中止を国に求める請願

択

22

24

修︑昇任などの多様な場面で

採

択

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に

採

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に
平成25年 請願 第10号
ついて意見書の提出に関する請願

審査結果※

317

274

205

組織を挙げて取り組む︒

品川区議会議長あてに提出された請願・陳情について、
審査結果をお知らせします。

21

23

20

236

247

252

議員（自民）
真一
大沢

化する仕組みを導入しては︒

請願・陳情の審査結果（平成25年第 3 回定例会）

職員育成について

対する職員公募による人事異
動の実施や︑職員提案を政策

平成25年 請願 第11号

建設委員会

272

423

進めている︒㋑精力的に取り
約 ％だ︒㋒総合的に検討す
組む︒㋒存続できるが︑認定
る︒❸固定した自習室は設け
こども園への収れんをめざす
ていないが︑閲覧席での自習
とされており︑検討を進める︒ は制限していないため︑閲覧
席の活用を案内する︒

総務委員会 ついて意見書の提出に関する請願

厚生委員会

27

受理番号

請願・陳情件名

付託委員会

2.2

1.7

一般質問

①基金残高 億円を有する
健全財政の品川区から見て︑
国家財政の現状等は︒②区の
700
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