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❶区内のブラック企業・ブ
ラックバイト根絶に向け︑対
策の検討を︒❷区が契約して
いる事業者の労働実態をつか
み︑違法な働かせ方があれば
指導・改善させる仕組みづく
りを︒❸非正規雇用を更に広
げ︑若者の貧困を広げる派遣
法の改悪に区として反対すべ
きと考えるが︑所見を︒
地域振興事業部長 ❶都と
連携し︑若者や企業向けのセ
ミナー等を通じて労働関係法
令の周知を行っているほか︑
若者就業相談窓口を設置し︑

消費税 ％への増税に反対を︒
❷内部留保を積み増す大企業

❶介護保険法改正により︑
自治体が独自に実施する新た
な介護予防・日常生活支援総
合事業について なぜ介護給
付サービス取り上げの大改悪
に 区どこよりも早く踏み出

あげやめよ

来年４月からの要支援者への
ヘルパー︑デイサービスとり

国の租税政策の一環として国
が判断をすべき問題だ︒

意見を述べることは差し控え
るべきものと考えている︒❷

区長 ❶改定の是非につい
て一自治体の行政の長として

への適正課税を国に求めては︒
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採択し︑報告を求めた請願について

平成 年第２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︒

品川区立大崎図書館移転に関する請願

大崎図書館は︑開設後 年以上経過し︑老朽
化が著しいこと︒また︑大崎図書館の大きな特
徴であったビジネス支援機能も一定の役割が終

了した︒
このようなことから大崎図書館は︑予定どお
り︑御殿山小学校西側敷地内に移転することと
する︒
ただし︑請願の趣旨を踏まえ︑代替施設とし
て︑大崎駅西口に︑大崎図書館の取次サービス

と図書の閲覧コーナーの設置を検討する︒
さらに︑現在︑予算要求の準備を進めている

❶第１回地域交通検討会議
で区が示した高齢者等を考慮

品川でも︑高齢者や障害者等
の移動の権利を保障するコミ
ュニティバスの運行を

❹運行は考えていない︒

いてはしっかりと求めていく︒

交通検討会等での議論を通じ
てニーズを把握し︑事業者と
ともに考え︑必要な事項につ

線の延長や増便を求めるとと
もに︑福祉タクシーの利用へ
の支援等も行ってきた︒地域

るよう検討している︒❹人材
自治体だけでなく︑バスや鉄
確保の支援をしていく︒❺介
道などの公共交通を担う事業
護保険制度の充実については︑ 者による公助も重要であると
考えており︑区は事業者に路
特別区長会として国に要望書
を提出している︒

継続したサービスが供給でき

すのか︒ 本人が要介護認定
芳水小学校改築計画の中で︑大崎図書館の取次
の申請を申し出れば認定は受
サービスなどの設置を検討していく︒
けられるのか︒ 利用者がヘ
ビス調整は利用者︑ケアマネ
した交通不便地域への対策が
ルパー等を希望した場合︑希
ジャー等関係者の合意形成に
必要では︒❷区が区民の移動
望はかなうのか︒❷在宅サー
より決定されている︒この基
する権利を保障する立場に立
ビスの高齢者人口対比の利用
本は新しい総合事業でも継承
つよう求めるが︑所見を︒❸
は 区最低だが︑ 現状をど
される︒❷
地域交通として確保すべき移
のように説明するのか︒ 実
必要な方には
動のニーズを把握し︑課題を
態に合わせた適正な認定を求
必要なサービスが提供されて
明らかにするためにアンケー
めるが︑所見を︒❸既に介護
おり︑要介護認定においても
トを行うよう求めるが︑所見
給付サービスより１割低い単
適正な審査により適切に行わ
を︒❹コミュニティバスの運
価で生活支援が行われている︒ れている︒❸現行の介護報酬
制度改定に当たり︑今までと
の額や考え方を参考としつつ︑ 行を︒
都市環境事業部長 ❶❷❸

健康福祉事業部長 ❶ 保
険者の自主性により事業展開
ができる点において︑区民サ
ービスの向上に直結するもの
と判断し︑迅速に対応するも
のだ︒ 認定申請を拒否する
ものではない︒ 現状もサー

健康福祉事業部長 ❶３か
若者労働相談も実施している︒ 同等の介護報酬にすべきでは︒
❹サービスの担い手をどのよ
所だ︒❷昨年の件数は 件だ︒ ❷法令に違反する企業には︑
❸引き続き働きかけていく︒
うに確保していくのか︒❺社
国が指導や取り締まりなどの
会保障解体路線をやめ︑充実
対策を実施している︒❸国政
❹視力の状況は一人ひとり異
へとかじを切るよう国に求め
なり︑全ての方が必要とされ
の場で議論されており︑区と
して賛否を述べる考えはない︒ るべきでは︒
ているわけではない︒❺ 必
要度合いに応じて決定してい
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金で︑大井町駅東口などに喫
煙ルームを設置しては︒
地域振興事業部長 ❶人の
往来が多く︑歩きたばこの危
険等から地区指定したもので︑
これ以外の区内全域は努力義
務を定めている︒❷啓発等の

議員（共産）
石田ちひろ

木村けんご 議員
︵民・改︶

広報など多様な発信手段を
活用し︑意識啓発にも努めて
きた︒地域推進計画等に基づ
き︑区民︑事業者︑区が連携
し︑削減に取り組んでいく︒

若者を使いつぶすブラック
企業・ブラックバイトの根
絶を

る︒ 社会参加を確保するこ
暮らしと経済を破壊する消費
と等を大事な視点としている︒ 税 ％への増税は反対を︒内
部留保を積み増す大企業に適
❻許されるものではない︒❼
ハード面での整備はもちろん︑ 正な課税を
障害者への理解が進むよう啓
❶暮らしと経済を破壊する
発にも力を入れていく︒
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異常気象︑身近に迫る危機︑本区の対応
について
充実に努める︒❸周辺住民等
の理解が得られず設置を断念
せざるを得なかった経緯があ
る︒引き続き適地を検討する︒
❹喫煙設備等は研究に努める︒
視覚障害者が活発かつ円滑に
移動できる環境づくりについ
て

断で把握している︒❽ 緑被
率は公園の樹木など緑に覆わ
❶エスコートゾーンと音響
れた部分の割合で︑みどり率
信号を両方備える交差点はど
はこの部分に加え︑広場等を
れくらいあるのか︒❷主な交
含めた割合だ︒ みどり率だ︒ 差点での事故は何件か︒❸音
❾将来的には ％をめざす︒
響信号とエスコートゾーンを
❿建築等を行う際は一定の基
セットでつくるよう都等へ働
準で植えていく︒⓫目黒区の
きかけては︒❹なぜ視覚障害
取り組み状況の把握に努める︒ 者のうち約 名以上は同行援
区長 ❻ 環境に配慮した
護を必要としないのか︒❺同
グリーン購入等に努めてきた︒ 行援護の時間数について 人
による違いは︒ 割り当てで
注意を払う点は︒❻本区で盲
導犬に傷を負わせる等の事件
が起きたら︑どう感じるのか︒
❼安全で安心なまちをどのよ
うにアピールしていくのか︒

下流は施工が困難と聞いて
いる︒❼公園の樹木は樹木診

設の整備等により︑被害が軽
❶広島の土砂災害と同じ条
減した︒❺ コンクリート化
件では︑区はどう判断を下す
すると流速が速くなり危険が
のか︒❷１時間に ミリ以上
の雨が数時間降り続いた場合︑ あるため︑川底を土や石にし
ていると都から聞いている︒
考えられる災害は︒❸ ミリ
の雨で地下道等に浸水被害が
出ると聞いたが︑対策は︒❹
川の氾濫による浸水の 被害
は︒ 対策等は︒❺立会川の
悪臭を抑えるため 川底をコ
ンクリート化しては︒ 一部
にふたをする考えは︒❻ 削
減ついて どのように努力し
たのか︒ 区民にどう啓発し︑
計画を推し進めるのか︒❼区
有施設にある樹木の倒木の危
険性等の調査は行われている
のか︒❽みどり率と緑被率に
ついて 違いは︒ 今後どち
らが基準になるのか︒❾みど
り率の目標は何％か︒❿区有
施設等への植樹計画等は︒⓫
目黒区では東日本大震災によ
り津波被害に遭った防波堤再

❶なぜ区内全てを路上喫煙
禁止にしないのか︒❷きれい
なまちを保つため︑いかにし

建のため︑ドングリの木を育
路上喫煙禁止ならびに地域美
て現地に植樹する計画がある︒ 化推進地区について
活動に参加する考えは︒
防災まちづくり事業部長
❶避難勧告等を早目に発令す
ることが重要だが︑避難でか
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CO²

えって危険性が高まる場合は
家屋等のより安全な場所に身
を寄せることも必要だ︒❷浸

たら区民等の協力が得られる
と考えるのか︒❸なぜ青物横
丁周辺には喫煙場所が無いの
か︒住民の所有地であっても
話し合いをして灰皿を設置す
べきでは︒❹喫煙者からもた
らされる 億６千万円強の税
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水害や土砂災害だ︒❸主な地
下道では電光表示板等で異常
を告知する︒❹ 過去に立会
川流域で発生した︒ 貯留施
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一般質問

