平成

いながわ貴之 議員
︵民・改︶

労務単価等に反映しては︒
総務部長 ❶ 地域社会へ
の貢献等を勘案し基準を設定
する︒ 活力を高めることは

な課題と認識しているが︑直

重要と考える︒❷ 報酬下限
額等を定めることだ︒ 重要

応急対策活動の組織と認識し
回にわたり改定した︒❺準備
が整い次第︑実施する予定だ︒

適宜見直しを行っており︑８

ちに公契約条例を策定する考
えはない︒❸研究課題だ︒❹

ている︒ 連携の幅を広げ︑
災害時対応の充実を進める︒
東京オリンピック・パラリン
ピック開催に備えて

問題解決に取り組む︒ 実施
予定の空き家実態調査の中で
把握し︑条例化等の検討も進
める︒❺建設費等の一部助成

かい支援を引き続き行う︒

等を行っている︒❻数回交渉
を行ったが︑所有者の意思表
示は企業経営を踏まえた判断
と受けとめている︒❼きめ細
子ども未来事業部長 ❽楽
しく子育てができるための取
り組みを充実していく︒
公共工事入札制度等について

果的な活用に努める︒❸都市
基盤整備にあわせ︑駅前広場

❷提案も参考に︑区財源の効

区長 ❶全庁的な組織体制
を整え︑積極的に取り組む︒

❶区は側面からの支援なの
か︒❷五輪デザインのナンバ
ープレートを発行し︑手数料
を都市環境等の維持に利用し
ては︒❸大井町駅周辺のまち
づくりを︑どのように考える
のか︒❹整備したものが負の
遺産にならないよう︑事業を
継続的に進めては︒❺健常者
と障害者がともにプレーでき
る仮称﹁品パラピック﹂を開
催しては︒❻大井ふ頭中央海
浜公園の野球場は︑ホッケー
場整備のためなくなると聞い
ているが︑情報はあるのか︒
❼都に新たな野球場の確保等
を働きかけては︒

地域振興事業部長 ❹ 新
年度創設の地域相談担当を中
心に関係機関と連携を図り︑

年施政方針について

❶木密地域不燃化 年プロ
ジェクトは 区民に整備の必
要性等をきめ細かく説明し事
業を進めては︒ 都との関係
が深くかかわる事業だ︒スム
ーズに整備が進むのか︒❷防
災目的で取得したＪＴアパー
ト跡地は広場整備後︑防災訓
練を実施しヘリコプターの離
発着訓練を行っては︒❸品川
建設防災協議会は︑災害時の
応急対策業務に関する協定の
履行を目的に組織されている
が 区外事業所が占める割合
を把握しているのか︒ これ
らの事業所が災害時にその任
務に当たることをどう考える
のか︒ 連携をより一層密に
しては︒❹物品等の堆積家屋
︵ごみ屋敷︶について 早期
の対応を︒ 条例制定に向け
研究等が必要では︒❺町会会
❶総合評価落札方式等の実
館整備等の考えは︒❻地域危
施に当たり 地域貢献評価点
険度の高い地域の公園用地と
の導入を︒ 地域の建設事業
して︑旗の台郵政宿舎の所有
者のあり方をどう考えるのか︒
者と売却への対話を重ねては︒ ❷総合評価制度において 工
❼町会等への継続的な支援を︒ 事の品質向上に何が必要か︒
❽在宅子育て世帯への支援を
公契約条例の内容を盛り込
むことは可能か︒❸国の設計
どう展開するのか︒

も検討を進める︒❹まちづく
り構想に基づき長期的な視点
で魅力あるまちづくりを進め

基金を取り崩したが６年後に
は底をつき︑市債により調達
せざるを得ず︑危機的な財政

があると理解している︒国で
消費税引き上げにあわせた経
済対策が調整されており︑そ

状況からの脱出に約 年もか

の効果も含め区民生活への影

響を見極めていく︒❷❸事業
資金融資あっ旋では信用保証

は︑木密地域不燃化 年プロ
ジェクトなど都区連携で防災

活等にさまざまな影響を及ぼ
復旧経費については︑国の激
した︒神戸市の震災関連事業
甚災害法を受けた財源確保︑
費は市税収入の約 倍を超え︑ 基金や起債を有効に活用し︑
復興等に向け最大限の努力を
する︒また減災対策について

料補助率等の利用条件見直し

財政的に安心できる減災対
策は︒❷大震災の発生後︑区
民自らが早く生活を再建し︑
自立できるように何か支援が
できるのか︒❸減災の観点か

らも︑区民に地震保険の加入
を普及・啓発すべきでは︒
都市環境事業部長 ❶

平成 年第４回定例会で採択し︑区長に報告
を求めた請願について︑次のとおり報告があっ
たので︑お知らせいたします︒

採択し︑報告を求めた請願について

めている︒❸区が推奨するこ
とはできないが︑地震対策を
啓発する中で︑生活再建に必
要なことなどを伝えていく︒

かった︒品川区では︑区有施
まちづくりを進めている︒❷
など︑利用しやすい条件の拡
設等に対し地震保険に入って
充を図る︒また︑４億円の春
国等の支援を受け︑地域防災
おらず︑補償はない︒激甚災
のプレミアム付商品券につい
計画に沿って必要な支援に取
害制度は︑被害金額が大き過
ても販売方法の工夫を図る︒
り組むことになる︒区民︑企
ぎて国から補助金は出ないと
更に国の補助事業の臨時福祉
業︑行政が連携・協力して迅
給付金等の支給を行っていく︒ 思われるがこの場合︑数千億
速に復興に取り組めるよう︑
円以上の金額が必要になると
区が行う施策等を震災復興マ
思うが 区は再建できるのか︒ ニュアルとしてまとめてきて
消費増税するなら先に議員数
いる︒都市基盤の復興は︑被
と経費の削減を︒区も経費の
災状況に応じて早期に対応が
削減を︒
できるよう事前の備えとして
都市復興基本計画の検討も進

❶消費税の増税が全ての区
民に大きな負担を強いるなら
ば︑その前に区議会議員等の
一般常識とかけ離れた︑高過
ぎる経費や報酬はやめるべき
だ︒見解は︒❷選挙で選ばれ
た区長や区議会議員も︑区民
の代表である政治家として責
任を感じ︑報酬削減をするべ
きだと思うが︑見解は︒

総務部長 ❶❷区議会議員
等の報酬は︑議会の議決によ
り定めている︒見直しは区議
会の自立性という観点からも︑
まずは区議会において十分ご
検討いただくべきものと考え

❶阪神・淡路大震災は市民
生活を支える都市基盤等に壊
滅的な被害を与え︑産業や生

大災害発生後に区民は生活再
建できますか︒区も再建でき
ますか︒

を強いられているが︑消費税
ている︒区民の負担のあり方
の増税等で更なる負担を強い
と区議会議員の報酬や区長の
られる︒区は区民に対してど
給料の水準を関連づけて論ず
のような支援体制をするのか︒ るべきものではないと考える︒

ベノミクスによる大きな負担

❶アベノミクスが始まり１
年がたつが︑大半の区内産業
の業績は悪化している︒企業
はリストラや為替差益︑消費
増税の駆け込み需要で一時的
に収益が伸びただけで︑実体
経済が伸びている訳ではない︒
勤労者所得は増えず物価も高
騰し︑区民生活はより厳しく
なっている︒今の区内産業と
区民生活の実態を区長はどう
認識しているのか︒❷中小区
内産業の経営悪化に︑区はど
のような支援体制や景気対策
をとるのか︒❸区民生活はア

アベノミクスで悪化する区
内産業と区民生活。区の対
策は。

区長 ❶区内中小企業対象
の景況調査では︑業況は着実
に改善しているが︑卸売業な
どは経営上の課題もあり︑全
ての業種業態で景気回復を実
感できるまでには至っていな
い︒区民生活においても︑景
気の回復を実感できない状況

﹁容器包装リサイクル法を改正し︑発生抑制と再
使用を促進するための法律の制定を求める意見
書﹂の採択を求める請願

平成 年８月 日付︑特別区長会として﹁容
器包装リサイクル法の改正を求める緊急要望﹂
として以下のことを要望しておりますが︑品川
区としても他区と協力してすすめて参ります︒
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都市環境事業部長 ❶ 丁
寧な対応と円滑な事業の推進

労務単価の引き上げが末端の
労働者に届いているかを把握
する仕組みをつくっては︒❹

実勢価格の変化をいち早く受
る︒❺大会の運営のあり方や
けとめ労務単価の算定をする
実施可能な競技等を研究して
必要があるのでは︒❺技能労
いく︒❻大会終了後もホッケ
ー普及の拠点とする予定と聞
働者への適切な賃金水準の確
保についての通達等を採用し︑ いている︒❼強く働きかける︒
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代表質問

に努める︒ 都と一体となっ
て進めることで計画どおり事
業が推進すると考える︒❷関
係機関との協議で検討する︒
防災まちづくり事業部長
❸ 把握している︒ 重要な
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