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区政のあり方について

西本

貴子

議員（無所属）

のように精査するのか︒❹新
制度において 幼保一体化を
どう進めていくのか︒ ぷり

すくーるの位置づけは︒ 就
学前教育への影響は︒ 利用
手続等の影響と周知は︒ 地

域型保育への対策は︒❺すま
いるスクールの財源措置等は︒

子ども未来事業部長 ❶子
育ち︑親育ちを支援するとい
う基本方針の個別計画と位置

請願・陳情の結果（平成26年第2 回定例会）
品川区議会議長あてに提出された請願・陳情について、
結果をお知らせします。
結 果※

付託委員会

請願・陳情件名

受 理 番 号

総務委員会

解釈改憲による集団的自衛権の行使容認に反対する
意見書提出を求める請願

平成26年 請願 第４号

不採択

気軽に通えるよう特別養護老人ホームを区内につくる
事を求める請願

平成26年 請願 第６号

不採択

特養ホームの増設を求める請願

平成26年 請願 第12号

不採択

区内を循環するコミュニティーバスを求める請願

平成26年 請願 第７号

不採択

特定整備路線

平成26年 請願 第９号

不採択

区内循環コミュニティーバスの運行を求める請願

平成26年 請願 第11号

不採択

補助 28・29 号線と放射２号線の事業計画を白紙に
もどすことを求める陳情

平成26年 陳情 第８号

不採択

「子宮頸がんワクチン接種事業の見直しと、健全な
教育を求める」陳情

平成25年 陳情 第９号

不採択

認可保育園増設と保育の質の向上を新制度施行後も
区の責任で行うことを求める請願

平成26年 請願 第５号

不採択

品川区立大崎図書館移転に関する請願

平成26年 請願 第８号

趣旨採択

大崎図書館の移転・実質廃館を中止し存続を求める請願

平成26年 請願 第10号

不採択

御殿山小学校西側敷地に特別養護老人ホームと認可
保育園の建設を求める陳情

平成26年 陳情 第９号

不採択

厚生委員会

新空港線早期整備着手に関する意見書
2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定し、今後は
羽田空港を中心に国内外より東京往来の急増が見込まれる。

放射２号線の計画中止を求める請願

建設委員会

文教委員会

行財政改革
特別委員会

さて、東京急行電鉄蒲田駅と京浜急行電鉄蒲田駅とを短絡する新
空港線（蒲蒲線）は、平成 27 年までに整備着手することが適当であ
ると平成 12 年１月の運輸政策審議会答申第 18 号において位置づけ
られた。
両駅間のわずか 800 ｍを新空港線で結ぶことにより、東京急行電
鉄東横線、東京メトロ副都心線を介し、東京都北西部や池袋、新宿、
渋谷方面をはじめ、東急線沿線からの移動時間の短縮、地域間交流
の拡大、連携強化など国際都市東京の都市力向上に寄与するととも
に、品川区にとっても利便性向上、経済発展が大きく見込まれる。
また、非常時等に備え、複数アクセスの確保は日本経済、世界経
済の牽引都市東京としての機能強化ともなりうる。

※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。
）

区議会だよりを音声で聞くことができます

以上の点から、東京都においては新空港線の早期着手に向けた主
導的な取り組みをお願いするとともに、国土交通省や各鉄道事業者へ

区議会だよりの音声版「声の区議会だより」
を区議会

の働きかけを早急に行うことをここに強く要望する。

ホームページで聞くことができます。
内容は、区議会だよりを読み上げたもので、聞きや

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

すく工夫をしています。
ぜひご利用ください。

平成 26 年７月９日
品川区議会議長

＊トップページの「区議会だより」からお入りください。
目の不自由な方には、
「声の区議会だより」(CD・カセットテープ ) を無料で送付しています。
ご希望の方は、区議会事務局調査係☎5742 − 6810 までお問い合わせください。
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もとで引き続き模索する︒❻

これまでの取り組みを更に推

進する︒❼時宜に応じた支援
を進める︒

学校教育における食と健康対
策について

❶食育について 給食にお
ける取り組みへの考えは︒

づけている︒❷既に認可保育
園等を利用している方は７月

内定も含め 人等だ︒❸

保育需要の高どまりが見込ま
れる︒年度毎の実績をもとに
計画を修正していく︒❹

国等の動向を注視する︒ 乳
幼児教育プログラムの改訂を

進めている︒ これまでどお
りの手続で済むよう検討して
おり︑丁寧に周知する︒ 条

例案を提出している︒❺国等
を注視し放課後の居場所とし
て充実するように努める︒

34

家庭への啓発は︒ 文科省が
配布する食育教材の活用は︒
栄養教諭の現状等は︒❷給

食に牛乳をとらねばならない
という規制はないが︑所見は︒
❸食物アレルギーについて
代替食の導入を︒ 教育委員
会と消防局がアレルギーを持
つ児童の情報を共有しては︒
❹不便さから学ぶ教育環境の
あり方について︑所見は︒

大切さ等を伝えている︒ 内

教育次長 ❶ 目標の１つ
は地域の食文化を伝えること
だ︒ 給食だより等で食事の

容を確認し検討する︒ 都が
配置した２名の栄養教諭を中
実践ある防災対策について
心に食育の充実を図っていく︒

❷給食実施基準に沿って牛乳
を提供していく︒❸ 考えて

を︒❹自主的な消火活動を行
うことへの啓発が重要では︒
防災まちづくり事業部長

いない︒ 消防署と協議し︑
緊急時に個人カルテを救急隊
員へ引き継ぐことが現実的と

でいくことが重要だ︒

❶区ホームページ等でフィル
ムの活用等を呼びかけており︑

啓発を図る︒❷避難所内のサ
インは避難所連絡会議の中で

❶ガラスの飛散防止対策を
防災対策に導入し啓発しては︒
❷避難所におけるサインの設
置等について︑所見は︒❸障
害者等への支援のため︑町会
の担当とわかる腕章等の提供

子ども・子育て支援新制度
について

検討する︒❸防災区民組織に
交付している助成金を活用い
ただきたい︒❹有効な初期消
火活動が行われるよう︑消防
署等と連携し支援等していく︒

いう指導をいただいた︒❹学
校のみならず家庭の中で学ん

❶長期基本計画等との関係
は︒❷待機児童 名の現在の
保育の実態は︒❸保育ニーズ
について 人口推移等から今
後どのような対策を講ずるの
か︒ 調査と実態のずれをど
128

❶区がめざすビジョンにつ
いて 区長の考える品川をど
う実現されたのか︒ 課題は︒
区のあるべき姿をどう区民
に伝えるのか︒❷区における
協働とは︒❸協働の実績等は︒
❹協働の拠点を創設し自主的
な活動等を支える仕組みを︒
❺住民参加と協働の基本条例
化の検討を︒❻他自治体の加
入促進条例を参考に︑区も町
会等の支援に取り組んでは︒
❼商店街等に対する助成金に
ついて︑見直しを図っては︒

区長 ❶
年ぶりに基本
構想をつくり直し︑構想を具

体化するために策定した長期
基本計画を着実に実施し︑成
果を上げてきた︒ 防災対策

等だ︒ 多様な広報メディア
を活用し区民に伝えていく︒

地域振興事業部長 ❷区民
にも持てる力で参加いただく
こと等だ︒❸活動団体数は

を超え着実に進んでいる︒❹
今年度は協働推進室の更なる
充実等に努める︒❺区民と区
の共同指針である基本構想の
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一般質問

秀

男

