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議員（共産）

いない︒ 介護保険制度改正
への対応の中で︑検討する︒

検討している︒❷ 考えて

子ども未来事業部長 ❶
別給付事業を行っては︒ 紙
おむつ代の入院時現金支給を︒ 年４月は 人︑更に７月まで
健康福祉事業部長 ❶ 国
に 人の受け入れ枠の拡大を
の動向に注視し調整している︒ 図る︒❷ 年度末を目標に︑
待機児童を解消する計画案と

鈴木ひろ子

特養ホームの増設を︒要支援
者の介護サービスはずしは中
止を

❶補助 号線の道路は︑な
ぜ幅 ｍ 〜 ｍ でなければな
らないのか︒❷住民理解が得
られる方法で︑不燃領域率の
向上を︒❸不燃領域率 ％は
巨大道路計画の根拠にならな
い︒直ちに中止を︒❹住宅耐
震化補助を２倍にしては︒❺
建て替え助成の復活を︒❻水
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道管耐震化 ％を︒❼学校避
難所運営等の説明会を︒
都市環境事業部長 ❶延焼

40

している︒❸多様な手法で総
遮断帯の形成が︑主な目的だ︒
合的に取り組む︒❹各施設は
❷防災公園の設置等に取り組
法令等を遵守し運営している︒ んできた︒❸燃えないまちの
実現には︑不燃領域率の向上
❺別々に行う考えはない︒❻
等が効果的であり︑都に中止
受益者負担と少子化対策のバ
を求める考えはない︒❹❺考
ランスをとる必要がある︒❼
検討すべき課題が多い︒
えはない︒❻引き続き︑都に
働きかける︒❼予定はない︒

❶区内主要駅周辺の放置自
転車の状況は︒❷他区での導
入実績や利用状況を調査して︑
環境に配慮した地下駐輪場の
整備を︒
防災まちづくり事業部長
❶平成 年度の五反田駅など
主要駅周辺の放置自転車警告

25

松澤

利行

議員

件数は２万件を超えている︒

❷区内全ての高校と災害時の
補完避難所としての協力協定

❶ 同校と相談していく︒

を締結している︒❸小学校で
は︑１・２年生は市民科の授
業で防災について学び︑３年
生は防災センターの社会見学
を行う︒中学校では︑応急手
当てやポンプの操作方法等の
指導を受ける︒❹主に生活用

地区総合防災訓練への参加な
ど︑協力関係を継続している︒

❷地下駐輪場は平置き式の約
７倍収容でき︑景観等に配慮
した整備が可能だ︒経費はか
かるが︑今年度整備予定の大
森駅周辺で検討していく︒
防災対策について
❶大崎高校は︑来年には全
校生徒が上級救命技能認定者
になり︑災害時には救助に出

水に活用する計画だ︒❺検討

する︒❻深井戸の設置には課
題があり︑防火水槽の整備で

消防水利の確保を図る︒❼活
用は困難だ︒❽初期消火は極

めて有効だ︒❾実施を考えて
いる︒❿円滑な通行等の観点

から困難だ︒⓫入隊後 年以
上で功績が顕著な隊員に感謝
状を贈呈している︒団体表彰
は︑活動成果の把握や表彰基
準の設定などが困難だ︒

マンション管理の適正化
について

❶マンション管理組合の活

性化やコミュニティの形成を
促すため︑マンション管理の
適正化を促す条例等をつくる
必要があるのでは︒❷分譲マ
ンション管理相談やマンショ
ン管理士派遣制度の充実を︒

区長 ❶管理組合の活性化
を促すとともに︑必要なルー

ルづくりについて研究してい
く︒❷充実を図っていく︒

プレイパークについて

❶北浜こども冒険ひろばの

誕生の経緯は︒ 取り組み
は︒❷大きな公園の改修時に
プレイパークの設置検討を︒
❸子どもたちに自由に遊ぶこ

となどを無償で教える団体に︑
支援策を検討しては︒
子ども未来事業部長 ❶

屋外遊びの減少等が懸念され
ることから︑自然に触れて遊
ぶ場として平成 年に開設し
た︒ 自主性や創造性を育て︑
社会性を養う取り組みをして
いる︒❷検討課題とする︒❸

関係部署と連携し︑遊べる場
の確保に取り組んでいく︒
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１分間に１機︑品川上空 ｍ
を飛行する羽田増便は中止を

65

紙おむつ支給枚数等︑ 区最
低の福祉は引き上げを︒❸専
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門的サービスの単価引き下げ
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❶特養ホームの増設を︒❷
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伝統の技と味／しながわ展

消費税増税は中止し、富裕
層・大企業に応分の負担を

は本当か︒単価は︑現在の介
❶平成９年まで八潮上空を
︵自民︶
護報酬と同額とすべきでは︒
飛行していたときの 高度は︒
❹平成 年４月からの要支援
騒音は︒❷市街地上空の飛
者介護サービス外しは実施し
行が回避されていた理由は︒
囲碁教育について
ないよう求めるが︑所見を︒
❸飛行ルート変更の理由は︒
健康福祉事業部長 ❶総合
❹羽田増便の中止を求めては︒
❶市民科の授業で囲碁教室
るとの話だが 区と協定を結
都市環境事業部長 ❶ 現
的に判断する︒❷将来の動向
を実施したと聞いたが︑児童
んでおくべきでは︒ これか
等を考慮した上で必要な見直
在の想定とほぼ同等だ︒ 平
等の反応は︒❷囲碁を伝統文
らも協力関係を築くべきでは︒
しを行っていく︒❸高齢者が
成８年の調査では ㏈〜 ㏈
化として︑感性を豊かにする
❷区内の他の高校との防災に
だ︒❷区が申し入れ︑昭和
増加する中︑報酬単価の適正
情操教育と捉え︑今後も進め
関する協力関係は︒❸小中学
化は避けられない︒❹総合事
年に運輸省が航空会社に要請
るべきでは︒❸囲碁を学校教
校の防災教育をどのように行
業は利用者の負担軽減となる
した︒❸空港処理能力の限界
育に取り入れることの意義は︒ っているのか︒❹震災対策用
ため事業者と調整し実施する︒ や航空機性能の向上による騒
教育次長 ❶﹁負けてばか
井戸は消防水利として利用す
音低減が理由だ︒❹事業を進
る計画なのか︒❺防災訓練に
める国が︑説明責任を果たす
りで悔しかった﹂などの感想
区長の公約﹁来年４月待機児
井戸を活用しては︒❻大きな
べきと申し入れを行っている︒ が寄せられた︒❷伝統文化へ
ゼロ﹂を実現するため︑区立
❶消費税 ％増税について
公園等に深井戸をつくり︑消
保育園増設と緊急対策を
の理解を深め︑感性を磨くこ
区内経済に与える影響は︒
とにもつながると考えている︒ 防水利として活用しては︒❼
事業認可取り消し求め 人が
国に中止を求めるべきでは︒
学校の防災用井戸を︑消防水
不服審査請求︒防災に役立た
❸集中力等を高める効果があ
区長 ❶ 税と経済の関係
❶ 年４月待機児ゼロを実
ない︑補助 ・ ︑放射２号
は︑税の使途などで変化する︒ 現するための緊急対策を︒❷
り︑大変意義があると考える︒ 利として使用しては︒❽発災
時には︑スタンドパイプを使
線の３道路計画は直ちに中止
一自治体の長として︑意見
区の子ども・子育て計画は︑
用した近隣住民による初期消
を
は差し控えるべきと考える︒
自転車駐輪場の整備について
待機児をゼロにする計画なの
火活動が有効と考えるが︑所
か︒❸区立保育園を柱に︑認
見を︒❾消火栓を利用した実
ため込んだ 億円の介護保険
可保育園増設を︒❹詰め込み
践的な訓練を︑ＪＴ跡地に開
基金を活用し︑保険料引き下
保育解消のため︑区立保育園
設される防災公園で行っては︒
げを
増設を︒❺認可保育園と保育
❿区道上にスタンドパイプ収
ママの申請は別々に行うよう
納ボックスの設置を︒⓫区の
求めるが︑所見を︒❻第２子
❶基金を使い︑介護保険料
顕彰制度は個人だけでなく︑
以降の保育料無料化を︒❼認
の 引き下げを︒ 多段階化
町会等への顕彰も考えては︒
可外施設の保育料補助を︒
を︒❷一般財源で 市町村特
防災まちづくり事業部長

一般質問

