ールをどのように案内してい
るのか︒❸保護者の不安を和
らげるため︑予防接種の案内
に﹁同時接種は医師の判断で
行うことができる﹂という一
文を加えては︒❹Ｂ型肝炎ワ
クチンの 接種実績は︒ 接
種助成をどのように広報して
いくのか︒❺ロタウイルスワ
クチンの接種助成の検討を︒
❻先天性風疹症候群について
から 代の成年男性に対
し抗体検査等の勧奨を︒ 妊
娠を希望する夫婦等に対する
予防接種助成事業の次年度以
降の見通しは︒ 区の平成
95

25

員への 感染予防対策は︒
妊婦健診時に抗体検査を︒
抗体検査費用補助の検討を︒
れた児童に対するサポート体
制は︒ 色覚異常者への配慮
は︒ 色覚異常の児童の親に
対する心理的サポートは︒
教育次長 ❶ 昨年度より
人増加し︑９月末現在 人

使用したケースはない︒❷
相談等があれば養護教諭が検

報等で周知している︒❺財政
負担も大きいため︑国の検討
診を勧めている︒ 板書の際
に配慮するほか︑多くの教科
書等はカラーユニバーサルデ
ザインを採用している︒ 養
護教諭と担任が︑適切な配慮
を行うよう努めている︒

結果等を注視していく︒❻
区報等でお知らせしている︒

奨や保育園での勧奨など︑接

品川区の子育て支援施策
について

が考えられるとしたものだ︒
年度以降︑実績等に基づき

進むのか︒❷経済効果やにぎ
わいのまちづくりへの目標等
は︒❸陸・海・空の交通ネッ
トワークについて お台場と
区内を結ぶ国道 号東京港ト
ンネルの進捗状況と予定は︒
２０２０年前後に向けた区
内交通の主な計画等は︒ 羽
田空港と区内を結ぶ定期バス
の拡充を事業者に働きかけて
は︒ 区内の船着き場の整備
など海上ルートの充実を︒❹
国家戦略特区構想への提案と
合わせて 宿泊施設について︑
旅館業法の適用除外項目を中
心に区内民間事業者への支援
の拡充を︒ ボランティアの
人材確保や育成を︒ デジタ
ルサイネージでの拠点づくり
を︒ 道路上のオープンスペ
ースを占用許可し︑飲み屋横
丁の再現などを提案に盛り込
んでは︒ モデル地区を設定
し︑商業支援等の拡充を︒
商業施策とあわせ︑歩行者が

渡辺

裕一 議員
︵自民︶

❶今後の取り組み全般や現
場において﹁温故知新﹂とい

地域力を活用した学校支援
について

が直接指導・助言している︒

とで自分自身の生き方を考え
させている︒今後も昔ながら
の地域との関係に学びながら

教育長 ❶市民科で︑先人
の生き方や名言をひもとくこ

えていく︒❷指導教員が相談
に乗ったり︑校長経験者など

新たな地域との結びつきを考

うキーワードは意識すべき言
葉と思うが︑見解は︒❷職員
構成の変化で若い教員比率も
増え︑経験不足から悩みが多

いとも聞く︒校長等の使える

❸小中一貫教育推進委員会で︑
地域ボランティアなどを派遣

する仕組みづくりを検討中だ︒
本年度は︑浜川中学校などを
モデル校として実施し︑実態
に合う仕組みを確立していき
たい︒❹子どもたちに伝えて

いくことは大切だ︒❺情報通
信関連の講師を招き︑授業を
行ったり︑都教育委員会が行
う専門業者による監視事業と

も連携している︒❻本年度立
ち上げた体力向上検討委員会
で前向きに検討していく︒

年第３回定例会で採択し︑区長に報告

解のほどよろしくお願いいたします︒

としては単独購入を推奨しておりません︒ご理

守りという観点からの効果は低減するため︑区

することは可能ですが︑地域による高齢者の見

﹁救急医療情報キット﹂を単独で購入し使用

ります︒

ット﹂を活用した見守り活動の推進を行ってお

して区内全消防署と連携して﹁救急医療情報キ

孤立死防止のため︑各町会・自治会を単位と

希望する区民に救急キットの配布を求める陳情

たので︑お知らせいたします︒

を求めた陳情について︑次のとおり報告があっ

平成

採択し︑報告を求めた陳情について

時間や労力も限られる中︑先
る予定だ︒ 都等に必要な対
生の先生が必要では︒❸学校
応を求めていく︒❷都は約３
や教育委員会がいま一歩踏み
兆円の経済効果を見込んでお
込んで地域力を頼っていいと
り︑区は地域経済の活性化に
つながるよう取り組んでいく︒ 思うが︑見解は︒❹学校内で︑
昔の遊び方を継承すべきでは︒
❸ 西行きルートは︑平成
❺児童・生徒をインターネッ
年度開通に向けシールド工事
ト被害から守るため︑外部専
が完了し︑東行きルートは︑
門員活用などを進めては︒❻
年度開通に向け工事が進め
武道やダンスなど専門性が有
効な場面で︑教育委員会主導
による外部指導者派遣がより
展開されるべきでは︒

られている︒ 羽田空港から
都心を結ぶ様々な鉄道新線の
構想や︑大型客船ターミナル
の設置計画などの予定がある︒

あらゆる可能性を排除す
ることなく事業者に働きかけ
ていく︒
区長 ❹ 十分な検討が必

要だ︒ 都の動向も視野に︑
区独自のボランティア養成を

検討していく︒
事業の具
体化には検討すべき点はある
が︑事業者等との協議を進め

ていく︒ やる気があり注目
すべき店舗を紹介する試みを

実施している︒ 歩行者天国
の拡充については︑様々な観
点から検討を行う︒

優先される道路を展開しては︒
地域振興事業部長 ❺ 障
❺障害者スポーツについて
害者水泳教室等を実施してき
これまでの主な取り組みは︒
た︒ 誰もがスポーツに親し
誰でも気軽に参加できるス
み︑ともに楽しめるよう︑更
ポーツへの考えや２０２０年
なる取り組みを進めていく︒
の開催へ向けた抱負は︒ 普
障害者アスリートやメダリ
及に向けた目標や取り組みは︒ ストが在籍する区内企業と今
後も積極的に連携していく︒
都市環境事業部長 ❶ 今
後設置予定のオリンピック交

27

品川区保健所長 ❶接種率
の上昇により一定の効果が見
られる︒❷予診票の個別配布
に加え︑すくすく赤ちゃん訪

同時接種が可能である旨と接

問時等に予防接種の時期等を
説明している︒❸案内には︑

予診票の個別発送に加え︑区

している︒❹
年４月から
８月で延べ約１千 件だ︒
査している︒ ９月末現在︑
校 人だ︒ 眼科医への受

33

種率向上に努めていく︒ 乳
幼児健診時に月齢に応じた聴
力のスクリーニング等を実施

国の動向を踏まえ検討して
いく︒ 未接種者への個別勧

483

毎年検討する︒❷実習型の教
室ではないが︑保健師が児童
センターで行う健康教育の中
で︑応急処置などの資料を配
布し︑質疑応答を交え話をし
ている︒

30

種医に相談いただく旨を記載

75

だ︒ ９月末までに 校で実 ２０２０年オリンピック・パラリンピッ
施済みだ︒ 練習用エピペン クを迎える品川区について
を使用したトレーニング等だ︒
通輸送専門委員会で検討され
❶競技会場周辺の アスリ
アンケートは行っているが︑
ートや観客の想定される移動
自己評価は行っていない︒
手段は︒ バリアフリー化は

38

している︒❼より一層の啓発
❶子ども・子育て会議の議
を行っていく︒❽ 保育園等
で流行した場合︑保護者への
事録に︑病児保育の施設数は
周知と職員への注意喚起を行
２か所のままとし︑定員を現
っている︒
妊婦健診の検
在の４名から６名に増員する
査項目は︑都内統一基準で定
方向で検討するとあるが︑２
められたものであり︑自費で
名ずつの定員増で対応できる
の検査が妥当と考える︒
と考えた根拠は︒❷子供が病
気になったとき冷静に対応で
きるよう︑病気の子どものケ
品川区の学校保健について
アを体験し学ぶ実習教室を行
っては︒
❶食物アレルギーの緊急処
区長 ❶ニーズ調査を行い︑
置であるエピペンについて
小学校に持参している人数は︒ 既存施設の定員増による対応
今年度の講習会の実施回数
は︒ 講習内容は︒ 受講者
の自己評価などは行われてい
るのか︒ 今年度学校で使用
した事例は︒❷色覚検査につ
いて 小中学校ではどのよう
に実施されているのか︒ 実
施数は︒ 色覚異常が認めら

357
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300

議員（無所属）
博
鈴木

❶ワクチンの定期接種化や
公費助成への評価は︒❷過密
になった予防接種のスケジュ

一般質問

年度麻疹・風疹ワクチンのⅡ
期接種率は︑目標の ％に及
ばず ％だった︒接種率向上
への取り組みは︒ 現在の取
り組みは︒❼サイトメガロウ
イルスとトキソプラズマ感染
症の感染予防の啓発を︒❽パ
ルボウイルスＢ 感染症につ
いて︑保育園等で働く女性職
19
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品川区の感染症対策
について
40
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