塚本よしひろ 議員
︵公明︶

認識している︒❷城南職業能
力開発センターと合同就職面
接会等を共催しており︑今後
も区内中小企業の人材確保に
ついて連携を強めていく︒❸

効求人倍率だ︒ 求職状況は
好況だが︑求人側の区内中小
企業の状況は非常に厳しいと

ている︒❹平成 年度から特
許等の知的財産取得費助成や

体験事業で採用に至った企業
は 社で建設業も２社含まれ
実施可能か︒❸施設入所者へ
日常的な医療行為が必要とな

な準備等は︒ 胃ろう等の医
療行為は障がい児︵者︶にも

を導入すれば︑検診施設に複
数の読影医を置かずに二重読
影ができ︑検診日時の拡充等
がしやすくなると考えるが
遠隔画像診断が行われない理
由は︒ 必要な対応を︒❷都
が進めるＷｉ︱Ｆｉ環境を区
有施設や商店街等で整備すれ

❶がん検診に遠隔画像診断

区政における今後のＩＣＴ活
用について

現状では難しい︒❸協力医
療機関への入院を経て状態が
改善しない場合には︑医療体
制の整った施設等へ入所いた
だく︒❹今後研究していく︒

等だ︒❷ 様々な障害に対応
するための環境整備が必要だ︒

年齢の違いや様々な障害の状
況に対応するための体制整備

った場合の対応は︒❹将来的
専門相談を行ってきた︒今後
は更に知的財産の見える化を
に区内障がい者入所施設での
進め︑経営力強化を促進する︒ 医療ケアをどのようにしてい
くのか︒
❺
事業所内保育施設は本
健康福祉事業部長 ❶ 過
来事業者が整備するものだが︑
去２回ほど緊急対応した︒
協働の視点から地域貢献の１
つとして支援を検討する︒

枠組みを検討するなど積極的
区民の健康づくりと歯・口腔
な取り組みを望むが︑所見を︒ ケアについて
地域振興事業部長 ❶ 有

内保育について 展望や支援
❶区内の中小企業の 雇用
現況を示す指標となるものは︒ のあり方は︒ 子ども・子育
て支援新制度のもと︑新たな

中小企業支援について

一般質問

雇用環境に対する区の認識
は︒❷区内中小企業の求人情
報と城南職業能力開発センタ
ー卒業生の間を取り持つ仕組
みを強化し︑採用が進まない
区内中小企業を支援すべきで
は︒❸若者就業体験事業に建
設業界も加えては︒❹中小企
業が知的資産を見える化する
ことは︑区が実施する中小企
業支援に資するものと考える
が︑見解を︒❺今後の事業所
❶しながわ健康プラン の
骨子案で︑歯と口の健康を保
つという個別目標をあげてい
るが︑歯と口の健康を保つこ
とが健康づくりとどう関係が
あると考えるのか︒❷在宅高
齢者の訪問歯科診療を充実す
るため︑介護など他職種との
情報連携︑必要機器の準備等
を組織的に担う仕組みと拠点
が必要と考えるが︑所見を︒

区長 ❶近年︑歯周病を治
療すると血糖値がコントロー
ルしやすくなる等の報告があ
る︒歯と口の健康保持が生活
習慣病等︑全身の健康に大き
な影響を及ぼすこと等を掲載

副区長 ❶
セキュリテ
ィ確保や個人情報保護に課題

度にとどまる理由は︒❹第二
次品川環境計画における重点
プロジェクトの進捗状況は︒
❺水素スタンド等のインフラ

自治体で効果を上げている施

策をとりまとめる予定だ︒❺
年２回︑警察署や町会等で構
成する生活安全協議会を開催

している︒❻小学生によるわ
んぱくパトロール隊が広報活

整備を︒❻産学官連携の 事

例は︒ 将来の可能性は︒

育委員会が関係機関と連携し

対応する︒❾都の動向を注視
する︒❿既に警察署が指導し
ており︑効果を上げている︒

動をしている︒❼セーフティ
教室などで注意を呼びかけて
いる︒❽学校の目安箱等の利
用を周知し︑相談の際には教

区長 ❶❷公共施設への設
備の導入や︑助成等に取り組
んでいる︒地域でのエネルギ
ー確保も含め︑積極的に取り
組むべき施策と考えている︒

考える︒ 工事費用が高額な

羽田空港の機能強化について

❸ 東日本大震災で増加した
ものが従来の件数となったと

こと等が理由だ︒❹電気自動
車等は︑率先して導入を進め

ている︒❺時間貸し駐車場へ
の導入も増えており︑動向を
❶検討されている内容は︒
注視する︒❻ 工学院大学と
❷今後のスケジュールは︒❸
❶怒りをコントロールする
﹁シナモニ﹂で連携した︒
区民生活への影響は︒❹羽田
ことを学ぶアンガーマネジメ
需要があれば連携を図る︒
空港近隣への騒音の影響等は︒
ントについて 校長への研修
❺騒音の監視は区が行うのか︒
や他自治体の実践例への評価
❻騒音が基準以上の際には︑
等は︒ 一般教員への研修を︒ 特殊詐欺について
国に補償等を求めては︒❼時
区職員への研修の目的は︒
❶品川区の被害件数と推移
間ごとにルートがかわる空港
区民が学ぶ利点は︒ ＰＴ
は︑他にもあるのか︒❽区民
Ａが︑子どもと一緒に研修を
は︒❷他自治体と比較しての
への説明を国に要望しては︒
行えるような機会を設けては︒ 特徴は︒❸課題は︒❹特殊詐
❾都心ルート新設に対し︑区
欺根絶オール東京プロジェク
教育次長 ❶ 教員の体罰
は国に要望や意見ができるの
防止効果や自他を尊重する態
トの進捗状況は︒❺関係機関
か︒❿外国人観光客増加に伴
度の育成に有効と考える︒
との連携は︒❻子どもの力を
う取り組みの検討を︒
費用負担等の課題があるが︑
かりた啓発活動を︒❼子ども
都市環境事業部長 ❶品川
研究する︒ 人材育成に生か
が加害者にならないための教
育を︒❽未成年が受け子の誘
すことだ︒ 子育て等で効果
区も含めた内陸部上空も活用
いを受けた場合の相談窓口は︒ した飛行経路で︑空港機能の
が期待できる︒ ＰＴＡ連合
強化を図るものだ︒❷国から
会に提案の趣旨を伝えていく︒ ❾﹁迷惑電話チェッカー﹂等
の導入を検討しては︒❿銀行
提示されていない︒❸騒音の

の行員等への研修は︑振り込
影響等を考えている︒❹基準
め詐欺防止に有効ではないか︒ を上回る騒音が想定されるの

じ求めていく︒❼国内で初と
なる︒❽既に行った︒❾都や
関係区市連絡会等で申し入れ
等を行う︒❿観光協会と連携
し品川の魅力を発信していく︒

事業者や国の責任で実施され
るべきと考える︒❻状況に応

は八潮二丁目等の一部だ︒❺

品川区内における発電と省エ
ネルギーについて

地域振興事業部長 ❶平成
年が 件︑ 年が 件︑
年 月末までの累計が 件で︑
前年同期と比べ 件のマイナ
スだ︒❷他区同様︑オレオレ
詐欺の被害件数が最も多い︒
❸手口の多様化により的を絞
った対策が取りにくい︒❹各

26

予定だ︒❷医療連携検討部会
ば︑１度の登録で幅広くサー
ビス提供ができるのでは︒❸
で情報共有をしている︒訪問
歯科診療の現状と課題を確認
広報媒体の選択肢にデジタル
し︑今後の可能性を検討する︒ サイネージを加えては︒
障がい者の入所施設と医療ケ
アについて

があり︑慎重に検討していく︒
なお︑肺がん検診は二重読影
できる区内 医療機関で実施

議員（民・改）

❶再生可能エネルギー発電
と省エネの基本的な考え等は︒
❷エネルギー地産地消の考え
は︒❸太陽光発電システム助
成事業について 家庭用の助
成数が減少した理由は︒ 事
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❶小規模多機能型居宅介護

アンガーマネジメント
について

業者用の助成が３年で 件程

107

23

している︒❷訪日外国人向け
Ｗｉ︱Ｆｉ接続アプリとの連
携は有用と考えており︑展開
ができるか検討していく︒❸
引き続き検討を進めていく︒
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施設での障がい児︵者︶の受
け入れについて 実績は︒
課題は︒❷特養ホームでの障
がい児︵者︶の短期入所受け
入れにあたり 施設側に必要
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大倉たかひろ
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