区政運営について

高齢者施策について
町社宅跡地の 進展状況は︒
空き地部分を活用できるの

の 開通時期は︒ 一部を前
倒しし︑交通の便に供するこ
とはできないのか︒❸ＪＲ広

源確保の重要性を訴えていく︒ 模は︒❷都市計画道路 号線

❶地域包括ケアシステムへ
の住民参加を︑どのように考

26

18

18

19

12

31

31

❹ 重点的な財源投入を行う
とともに︑基金の効果的な活

り組む︒❷子どもに良質な環
境を保障するほか︑子育て・
親育ち支援事業を推進してい
く︒❸積極的に支援していく︒

グ等による健康づくりを推進
する︒❻見直しを進める︒❼

普及啓発を行う︒❺﹁私の散
歩道﹂を改訂し︑ウオーキン

検討していく︒

23

73

区長︑教
総務部長 ❷
育委員︑教育長を構成員とし︑
教育条件の整備等の施策等に
ついて協議・調整を行う︒
地域の実情に応じた総合的な
施策推進につながる︒
子ども未来事業部長 ❸検
討する︒❹可能性を検討する︒

マンション支援策の取り組み
について︑所見を︒
防災まちづくり事業部長

43

❶ 台風 号では︑土砂災害
警戒情報が発表され︑４か所
の避難所を開設するとともに︑
警戒すべき６か所︑約 世帯
に対し戸別訪問により避難を
200

大井町のまちづくりについて
❶大井町駅周辺地区バリア
フリー計画の 目的は︒ 規

18

こんの孝子 議員
︵公明︶

19

19

大した︒❻❼耐震化に向けた
合意形成の支援や︑建てかえ︑
除却等の相談についても１級
建築士によるアドバイスを行
える体制が整っている︒

ても対象となるよう範囲を拡

も利用いただいている︒❺昨
年度より品川区地域防災計画
で定める啓開道路に隣接する
ものは︑１千平米未満であっ

討を進めていく︒❹道路冠水
を含め︑過去の浸水実績をも
とに浸水ハザードマップを作
成・公表し︑各戸に配布する
とともに︑住宅等建築の際に

化を進めていく︒❸緊急情報
発信ダイヤルを開設し︑運用
している︒今後はダイヤルの
周知や内容の充実について検

考えている︒❷豪雨時の適切
な行動などを周辺住民に周知
し︑応急対応体制の更なる強

自然斜面で︑建物の立地状
況等により土砂災害につなが
るおそれのある６か所を優先
的に設定した︒それ以外の崖
についても︑降雨量等に応じ︑
適宜警戒区域としていくよう

18

女性の活躍と子育て支援

について

❶子育て後の女性向けに︑

区としてママ・インターン事
業を実施し︑受け入れ先を区
内の中小企業とすれば︑企業

❶昨年動物愛護管理法が改

動物愛護の推進について

等における人材の確保につな
では︒❹羽田空港の飛行ルー
えているのか︒❷医療と介護
集中豪雨など防災・減災対策について
がるのでは︒❷就労家庭を支
ト変更による騒音の影響等に
の連携を︑どのように進めて
援するため︑すまいるスクー
ついて︑国土交通省とどのよ
いくのか︒❸地域包括支援セ
ルの利用時間の拡充を︒
うに折衝していくのか︒
呼びかけた︒台風 号では避
❶台風 号の際︑国のガイ
ンターの枠組みについて見直
区長 ❶ママ・インターン
都市環境事業部長 ❶ 誰
難準備情報を発表し︑同様の
ドラインが運用されてから区
しをしていくのか︒❹しなが
事業やこれまでの創業支援の
呼びかけなどを行った︒避難
内で初の土砂災害警戒情報が
わ健康プラン を検討中だが︑ にでも優しいバリアフリー化
取り組み等の充実も含め︑さ
者は 号が２名︑ 号が７名
発表され︑４か所の避難所を
区民の長寿の質を高めるため︑ を推進することだ︒ 約 ヘ
まざまな面から女性の就業支
だ︒ 日常から土砂崩れのお
開設した︒また︑台風 号の
どのような取り組みを行い︑
クタールだ︒❷ 工事期間を
援について検討していく︒
周知等をするのか︒❺健康づ
年３月 日までと変更した︒ 際は︑区の判断で６地区に区
それ等を周知することや︑避
子ども未来事業部長 ❷考
内初の避難準備情報を発表し︑ 難所開設の迅速化等が課題だ︒
くりを進めるため︑ 年に発
都に働きかけていく︒❸
慮すべき問題点もあるが︑時
号と同様の対応をされたと
刊した﹁私の散歩道﹂を利用
区とＪＲ東日本で検討会を設
間延長は︑今後検討すべき課
いうが 発表に至った経緯と
し散歩を奨励しては︒❻老人
置し︑用途等についても協議
題の１つに位置づけていく︒

21

議員（自民）
真澄
鈴木

用を図っていく︒ 中長期的
な視点からの行財政運営と行
政ニーズの把握が重要だ︒❺
年度で 億円強の減収を
見込む︒ 国税化反対を国に
要請するとともに︑全国に財
20

正され︑殺処分がなくなるこ

とをめざすとされた︒いまだ

殺処分ゼロにはほど遠い状況
だが 動物愛護推進員との連
携を強化しては︒ 改正法の
趣旨を踏まえた動物愛護およ
び適正な飼い方など︑更なる

周知啓発を︒❷各学校におけ
る動物飼育活動の強化を︒

品川区保健所長 ❶ 一部
の推進員の方々には既に普及

啓発や相談事業等においてご
協力をいただいている︒今後
も必要に応じ連携を進めてい

く︒ 今後も都や都獣医師会
品川支部等の関係団体と連携
して︑機会を捉えて進めてい

く︒❷学校では市民科や生活
科等の学習の一環として動物
飼育が行われている︒教育委
員会としては︑各学校の実態
に応じた動物飼育が行われる
よう指導・支援していく︒

鮫洲入江広場（東大井１丁目 13 番）

一般質問

避難された方の人数等は︒
保健施設等に入所している方
している︒ 検討を進めてい
❶防災対策強化に向けた取
課題等は︒
か所の急傾斜
の入所調整ポイントを変更す
る︒❹都と 区が連携し︑国
り組みを︑どのように進めて
地崩壊危険箇所のうち︑なぜ
る必要があるのでは︒❼紙お
に申し入れを行っている︒
いくのか︒❷子育てが楽しく
４か所のみで避難所開設とな
むつを必要とする高齢者が入
なるまちをめざし︑どのよう
ったのか︒❷今後の水害や土
院した場合︑紙おむつの支給
教育について
に取り組むのか︒❸町会活動
砂災害に対する対策の強化に
相当額を現金で支払っては︒
をどのように支えるのか︒❹
ついて︑所見を︒❸防災行政
❶小中一貫教育を推進する
健康福祉事業部長 ❶高齢
特別養護老人ホーム等施設整
無線から発信される情報を電
者クラブ等にも働きかけ︑地
備の計画が示されているが
上で 課題は︒ 課題解決に
話で確認できる自動音声応答
域の支え合いを強化し︑生活
平成 年度の予算編成や基金
向けた取り組みは︒❷総合教
サービスの強化を︒❹日ごろ
支援の提供体制の構築を図る︒ 育会議について 構成員は︒
運用に︑どのように反映させ
の備えと減災対策のための道
るのか︒ 区財政への影響は︒ ❷地域医療連携会議を設置し︑
権限は︒ そこで策定され
路冠水履歴マップの公表を︒
❺法人住民税について 一部
関係機関相互の連携強化を図
る大綱の効果は︒❸柔道等の
❺経年マンションの耐震化促
国税化による影響は︒ 今後
っている︒❸仕組みを更に強
競技に区長杯等を設けては︒
進のため︑実績棟数を増やす
どのような折衝を行うのか︒
化し︑民間居宅介護支援事業
❹スポーツ団体が連携したス
取り組みは︒❻耐震化アドバ
区長 ❶地域の防災体制の
者との役割分担等についても
ポーツ祭イベントの開催を︒
イザー派遣事業の対象範囲の
教育長 ❶ 法制上は小学
検討する︒❹対象を明確にし
強化や木密地域の不燃化に取
拡大を︒❼耐震改修と建てか
た取り組みを盛り込み︑健康
校・中学校のため︑理解を得
えのアドバイスを一括して受
プランの概要版を配布する等︑ るのが難しかった︒ 小中一
貫教育推進委員会を立ち上げ︑ けることができる︑新たなア
その下部組織で検討している︒ ドバイザーの派遣など︑経年
27

28
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