❶教育長就任１年の率直な
感想と新たな１年へ向けての
思いは︒❷教育委員会制度改
革を議論する国の動向を踏ま
え︑今後の本区における教育
長および教育委員会の役割等
は︒❸領土教育を充実すべき
という国の学習指導要領解説
書改訂を受け︑区の領土教育
のあり方等は︒❹各学校での
領土教育を充実させるために
も︑﹁青少年版領土・領海意
識醸成プログラム﹂の利用を
強く推奨しては︒

大井地区のまちづくり
について

求めを受け︑丁寧な対応を心
がけており︑地域の方々の商
店街やまち並みの再整備等に
対する意見を聞きながら︑ま

中塚

ちづくりを進めていく所存だ︒

国有地や学校跡地などを活用し︑認可保
育園・特養ホーム・障害者施設など増設
の具体化を

亮 議員
︵共産︶

❶オリンピック・パラリン
ピックの本区開催競技である
オープンデータの推進
について

❶公共施設有効活用プラン
を撤回し︑認可保育園や特養

所の新設が 園で１千 人等

❶オープンデータとは︑行
政機関のデータを公表するこ

ホーム等区民要望に応える計

ビーチバレーについて 平成
年３月に大井どんたく通り
で開催される特設大会の大々
的な宣伝等が必要では︒ 大
とで行政の透明性の向上や市

民参画の促進等を目的とする
画の策定を︒❷平成 年４月
ものだが 区としての現状の
認可保育園入園について︑第
認識は︒ 今後の取り組みは︒ １次分の 申請者数は︒ 不
企画部長 ❶ データの権
承諾通知数は︒❸更なる区立
利関係の整理や︑公開に際し
認可保育園の増設を︒❹待機

560

だ︒❻
園だ︒ 屋外遊戯
場の必置は求めていない︒❼

25

区長 ❶今後も公共施設有
効活用プランのもと︑施設の

有効活用を図る︒❷ ２千

❶除却助成は火災の延焼防止

れまでの取り組みを引き続き
実施していく︒

にもつながり︑充実を図るも
人だ︒
件だ︒❸今後とも
のだ︒住宅避難生活者支援は︑
多様な設置主体による認可保
区の災害時業務マニュアル策
育園や認証保育所の新規開設
など総合的に取り組んでいく︒ 定作業の中で検討する︒感震
ブレーカー設置助成︑病院等
の建物耐震化等の助成︑区施
設のエレベーター内の備蓄に
ついては実施する予定はない︒
その他の提案については︑こ
❹財政については今後も不断
の行財政改革を推進する︒待
機児童については予測が困難
だが︑引き続き待機児童解消
に積極的に努めていく考えだ︒

再開し︑区民の健康づくり︑
小学校跡地を 年間も駐車場︑ スポーツ環境の充実を
イベント会場︑テナント用地

❶ＴＯＣが負担する学校移
転費用について︑区はＴＯＣ

として貸し出す㈱ＴＯＣ再開
発ビルへの支援は中止を

❶伊藤学園のプール一般開
放の再開を︒❷荏原文化セン

伊藤学園のプール一般開放を

整備内容とする計画だ︒❹文
化芸術・スポーツのまちづく
り条例等の基本理念にのっと
り︑区民の皆さんが気軽にス
ポーツに親しめる環境整備に
取り組んでいく︒

する考えはない︒❷他の学校
温水プールの利用をお願いし
ている︒❸屋外を前提とした

や生きがいづくり等をどのよ
うに位置づけているのか︒
地域振興事業部長 ❶再開

設へと改修しては︒❹スポー
ツ環境を整備し︑健康づくり

ター改修におけるプール利用
者の代替地確保を︒❸しなが
わ区民公園の屋外プールを︑
１年中プール利用ができる施

に提示する金額を確定してい
るのか︒❷計画が示されない
ＴＯＣ再開発ビルを支援する
ために学校跡地を貸し出すの

年８月締め切りの申込者数
はもうやめるべきでは︒
は 人だ︒❽３施設でベッド
企画部長 ❶現在︑その額
数は 倍に増加し︑更に老人
について鋭意協議を続けてい
保健施設整備を予定している︒ るところだ︒❷ＴＯＣは五反
特養ホーム増設は総合的な判
田地区で地域経済活性のため
の大きな役割を担っているこ
と等から︑ 年９月から事業
用定期借地権設定契約を締結
し︑貸し付けているものだ︒

17

12

24

井町近辺に常設の競技場がで
きれば︑ビーチバレー協会と
更に連携していけるのでは︒
❷広町ＪＲ社宅跡地の開発に
ついて ＪＲとの話し合いの
進捗状況は︒ 区とＪＲと地
域の３者協議の場等を早急に
設ける必要があるのでは︒
社宅の廃止後︑この地区の防
犯対策をどのように考えてい
るのか︒❸都が特定整備路線
に指定した補助 号・ 号に
ついて 区は都と一体となっ
て︑できる限りの対応や補償
を行っていく必要があるので

品川区保健所長 ❶患者数
は把握できていないが︑都の
Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎治療
医療費助成の申請件数は 年

は︒ 商店街やまち並みの再
患者および感染者はそれぞれ
整備など沿線地域としての要
何名ほどいると把握している
望を聞くことが肝要では︒
のか︒❷本来国が行うべき救
済措置だが︑区は現状をどの
地域振興事業部長 ❶ 広
報をはじめ︑近隣区内関係機
ように考え︑対応するのか︒
関や情報誌等を通じた積極的
❸Ｂ型肝炎予防接種費用の一
なＰＲ等に努める︒ 今後ビ
部助成が 年度予算案に初め
ーチバレー協会との対話を重
て計上されたが︑今後の肝炎
ね︑様々な検討を進めていく︒ 対策をどう考えているのか︒

29

25

584
1.35

ての指針作成等︑活用までに
児解消が実現されない中﹁財
断が必要だ︒❾土地の購入は
は課題がある︒ 総務省で実
政が豊かなのではなく︑使い
現段階では考えていない︒
証実験を進めており︑その結
方が上手﹂という区長発言は
果なども注視し︑進めていく︒ どういう意味か︒なぜ待機児
防災対策は住宅耐震化︑出火
は解消しないのか︒❺待機児
防止︑避難生活支援など住民
肝炎対策について
解消２千 人の受け入れ枠拡
参加で予防第一に
大の内訳は︒❻園庭がない認
❶区にＢ型肝炎・Ｃ型肝炎
可
保
育
園
は
何
園
か
︒
事
業
❶東日本大震災最大の教訓
者に園庭設置をどのように求
は︑発災後の応急対策中心か
めているのか︒❼特養ホーム
ら︑発災前の予防対策第一へ
入所を申請している方は何人
転換することだ︒改めて︑防
か︒❽特養ホーム増設は３施
災対策は︑住宅耐震化や出火
設で十分と考えているのか︒
防止など住民参加で震災の被
❾今後土地を購入し特養ホー
害を防ぐ予防第一に︒ 点に
ムを増設する方針はあるのか︒ わたり急がれる予防対策を提
案するが︑見解を︒
防災まちづくり事業部長

26

❺既存認可園の定員拡大が
園で 人︑認可園・認証保育

しながわ中央公園 ( 西品川１丁目 27 番 )

28

区長 ❷ ３月末を目途に
せることが役割と考え︑一層
の充実に努めていく︒❸各校
開発方針等を取りまとめる予
定だ︒ 地域の意見も聞きな
が改訂の趣旨を踏まえて授業
を行うよう教職員に周知する︒ がら︑区の中心核にふさわし

度 名だ︒区内肝炎ウイルス
検診では 名の陽性者が発見

されている︒❷感染者を早期
に発見し︑治療に結びつける

528

26

議員（自民）
洋和
沢田

ことが重要と考える︒❸肝炎
ウイルス検診に加え︑予防接
種費用助成を開始し予防対策
を充実させたいと考えている︒

21

いまちづくりを行っていく考
❹国や都からの通知を踏まえ
た上で︑学校に紹介していく︒ えだ︒ ＪＲ東日本に対して
防犯対策の実施を要望してい
る︒区も生活安全サポート隊
による定期的なパトロールを
行うほか︑警察署によるパト
ロールを要請しているところ
これまでも地域の
だ︒❸

24

12

教育行政と領土教育
について
教育長 ❶教育改革プラン
等の取り組みを更に発展さ

26

33

532

31

148

894

一般質問

教育次長 ❷教育長等の役
割等はまだ流動的であり︑答
える状況にはない︒区長と教
育委員は強い信頼関係が培わ
れており︑新たな制度におい
ても関係を引き継いでいく︒
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