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の検討課題とする︒❷改善に
向けて検討を進めていく︒❸
平成 年度を目途に医療保
険制度の財政基盤安定化をめ
ざし︑国保保険者の都道府県

❶区立図書館の世代別の利
用状況は︒❷一定の実費負担
で本を届けるサービスを行っ

が基本だが︑障害者の方への

健バッグ﹂が支給されるが︑

ムページ等で幅広く情報提供
に努めている︒両親学級では
父親の妊婦疑似体験︑沐浴実

昌宏

議員

国家戦略特区構想について

❶区は︑国家戦略特区に認

ちづくりに特化した提案をし︑
その他の項目に関する提案は

メニューを活用し︑より積極
的な対応を︒ 区内企業や各
種団体等と連携し︑行政の枠
を超えた特区構想を取りまと

まちづくりを推進していく考

えだ︒ 庁内検討や区内企業
等に対し意見聴取や協議を始

地域振興事業部長 ❶❷区
長を委員長とする庁内連絡会
議を発足させ︑オリンピック・
パラリンピック調整担当課長
等を置き︑補正予算も組む中
で準備に着手した︒積極的な
情報収集に努め︑区のとるべ

都との連携をどのように展開
し︑ハード︑ソフト両面の課
題を解決していくのか︒❸過
去のオリンピック競技の経験
値からの区内開催４競技の情
報等を把握し︑計画立案につ
なげては︒❹グラウンドホッ
ケー予定会場をグラウンドホ
ッケーの聖地にすると聞くが︑
現在の野球場の代替地を確保
した上で︑関係団体と協議す
る等︑体制を構築しなければ
ならないと考えるが見解は︒

❶区の体制整備は︒❷国や

習などを行い︑休日の開催回
めたところであり︑今後︑国
数増にも努めている︒❷母子
や都︑民間の動向を注視しつ
手帳は︑父子手帳とは目的が
つ︑区としての構想を取りま
異なっている︒今後も父親の
とめていく考えだ︒
育児参加への啓発は様々な事
業において実施に努めていく︒ 東京オリンピック︑パラリン
ピックについて

伊藤

︵自民︶

濱野区政８年の成果︑自己評価について

号﹂を毎年発行し︑またホー

健康福祉事業部長 ❶広報
しながわ﹁子育て支援特集

今後も母と子を対象とするの
無償配送や︑切手等持参によ
か︒区独自の父子手帳を配布
る郵送の申し出にも柔軟に対
するなど︑男性への積極的な
応している︒有償の宅配サー
情報提供は父親の育児参加を
ビスは考えていない︒❸事業
の継続性と費用面等が課題だ︒ スムーズにするのでは︒
国会図書館のデジタル化資料
送信サービスのモデル実施を
行う中で︑将来性を研究して
今後の研究課題とする︒

いく︒❹費用対効果も含め︑

異文化フレンドリーな街づく
りについて
❶英語少し通じます商店街
プロジェクトの 参加者の反
応等は︒ 取り組みを始めて
からの地域の様子の変化は︒
❷外国人観光客受け入れのた
めの︑今後の主な課題は︒❸
ムスリム観光客の今後の受け
入れについて︑区内大使館と
の連携や独自の対策等への区
の所見は︒

区長 ❶不断の行財政改革
等の結果︑民間調査で財政健
全度日本一という評価をいた
だいた︒何よりも世論調査に
おいて﹁住み続けたい﹂とい
う方々が過去最高となる等︑
これまでの施策展開が評価さ
れたと実感している︒

定された︒内閣府に対してま

区長 ❶ 通じた時は嬉し
かった等の声も聞かれた︒
商店街では品川学園と連携し︑
外国人へのおもてなしを中学
生が英語力を生かしてサポー
トする取り組みが動き始めた
と聞いている︒❷多言語案内
表示やおもてなし気運の醸成

品川区の将来像について

全庁で検討するとしたが 内
閣府より示された特区構想の

ような政策を掲げていくのか︒
❶昨年︑経済誌で品川区は
区長 ❶区民施設の将来的
全国で最も財政状況の安定し
た自治体だと評価された︒そ
なあり方や新たに想定すべき
の背景には︑不断の行財政改
行政需要など︑将来を見通し
革や事務事業の効率的推進等
た課題を整理し︑品川区が将
があると考える︒改めて濱野
来も住み続けたいまちであり
区政８年の成果︑自己評価は︒ 続ける努力をしていく︒その
ために︑引き続き不断の行財
政改革を進め︑健全財政を堅
持するとともに︑基金を活用
することで効果的・効率的な

等だ︒❸区内大使館の協力も
得ながら対応を検討する︒

❶２０５０年には生産年齢
人口が減少し︑高齢者人口が
多い時代となることが推測さ

め︑内閣府に提案すべきでは︒
企画部長 ❶ 特区を活用
することで︑国際化に向けた

施策展開を行っていく︒

ついて

れている︒社会の大きな変化
に対処しつつ︑２０２０年東
京オリンピック開催関連施策
や待機児童解消施策等を展開
していかなければならない︒
厳しい状況を踏まえた上で︑
更なる区政発展のため︑どの

男女共同参画の視点を持った
妊娠・出産・育児参加支援に

❶妊娠・出産・育児につい
て支援を受ける機会や︑カッ
プル間の情報の差を減らすよ
うな機会をどのように設けて
いるのか︒❷妊娠届を提出す
ると母子手帳や﹁母と子の保

き対応を見定めていく︒❸既
に各競技の協会と連携協力体

制を築いており︑今後も協力
の輪を広げていく︒❹野球場
の代替地の整備等は︑都等に

強く働きかけていく︒ホッケ
ーの国内拠点等は︑大会競技
場整備に係る情報収集に努め

ている段階であり︑今後の状
況を見据え検討していく︒

街頭防犯カメラについて

❶区では設置助成を行って
いるが︑ランニングコストへ
の助成制度がない︒都と連携
し︑補助制度を確立すべきで
は︒❷東京電力保有の電柱に
設置した場合にかかる年間
１千 円の使用料免除の要望
についても︑区で対処できる
範囲の中で対処すべきでは︒

地域振興事業部長 ❶設置
助成については︑都の制度を
ベースに区が助成を上乗せし
ている︒都の制度がランニン
グコストを含まない以上︑区
が助成を行うことは考えてい
ないが︑要望の趣旨を都に伝

えていく︒❷都の動向を注視
した上で判断すべきものと考
えている︒

み・無…みんな・無所属品川

共産…日本共産党品川区議団

民・改…民主・改革ネット

移行が決定している︒ 都と
協議しながら進めている︒❹
電話や文書で催告を行い︑
納付を促している︒ 生活状
況等を確認し︑徴収の猶予や
執行停止等︑法律に基づき対
応している︒❺自主納付や相
談もない滞納者へは滞納処分
を行い︑納付を求めている︒

❶支払手段としてクレジッ
トカード納付の検討をしては︒
❷世帯主へ送付される通院記
録により家族に知られたくな
い通院を知られてしまう等︑
世帯主を中心とした取り扱い

ている自治体もあると聞くが︑
品川区は区民に足を運んでも
らうことを主体とした運営を
継続するのか︒❸電子書籍活
用の幅をどのように捉えてい

❻収納率の向上に向けた方策
を検討し︑進行管理を徹底し
ながら徴収努力をしていく︒

が難しいケースもある︒被保
険者の個人情報の取り扱いに
ついて改善の余地はあるのか︒
❸国保運営広域化に向けた
財政基盤の強化策は︒ 新た

るのか︒❹区政資料を電子書
籍化して貸し出すことは︑区
民の利便性を考慮した電子書
籍の活用の１つでは︒
15 22

誰もが利用しやすい図書館づ
くりについて

な制度設計への見解は︒❹保
険料を滞納した場合の 主な
取り扱いは︒ 福祉と連携し

品川区国民健康保険
について

教育次長 ❶直近５か月の
貸出数は 歳代が全体の ％︑
歳代が ％︑ 歳代が ％
だ︒❷来館でのサービス利用
60

300

区政をきく
９ 26

平成 年第２回定例会では︑区政全般に
ついて︑ 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︒

議員（民・改）
めぐ美
向
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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

一般質問

た取り組みは︒❺悪質な滞納
者への取り組みは︒❻収納率
アップと滞納削減をめざすア
クションプランの作成を︒
健康福祉事業部長 ❶今後
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