平成 27 年（2015 年）2 月 17 日
発行
No.248
7

沢田

洋和 議員
︵自民︶

る事業の現状等は︒❸中学校
で行っているＧＴＥＣテスト

新たな教育委員会制度と教科書採択
について
❶教育委員会制度改革につ
いて 所見を︒ 新教育長任

❶英語少し通じますプロジ
ェクトの拡大を︒❷友好都市
のオークランド市との関係を
生かし︑外国人来訪者をもて
なすノウハウ等を学び︑文化
的な交流を更に促進しては︒
❸大使館と地域等との連携を
深める必要があるのでは︒❹
友好都市を拡大しては︒

校で準備

❺調査機関の構成は新たな条

例の中で検討する︒❻
小
中一貫教育の成果と課題を検

区長 ❶ 戸建て空き家は
１千 戸だ︒ 全体的には︑
特に老朽家屋に偏っていると

証する目的で設置したもので︑ いうことでもなかった︒❷個
課題等は協議の中で明らかに
々の空き家を︑それぞれ効果

く︒❷掘削残土については環
境影響評価書において事業者

は調査等を行うこととしてい
る︒区は公表される評価書を
十分にチェックするとともに︑

まちづくりに市民自治を活か
す自治基本条例の制定につい
て

情報開示が速やかに行われる
よう事業者に求めていく︒

リニア中央新幹線計画におい
て区が行うべき役割について

❶市民生活にかかわる大事
なことを市民抜きにしない仕

都市環境事業部長 ❶可能
な限り幅広く周知するよう引
き続き事業者に申し入れてい

護者等にも説明会を開催する
組み等を盛り込んだ︑自治基
よう区から要請しては︒❷掘
本条例が必要だ︒条例制定に
削残土のアセスメント結果や
ついて︑所見を︒
副区長 ❶特別区では現在
処理場所︑処分方法を確認し︑
８区が条例制定しているが︑
区民に情報を開示するようＪ
まずは区民の代表である議会
Ｒ東海に求めては︒
の意見を伺いながら︑多様な
手法による協働のあり方につ
いて検討を進めていく︒

❶周辺町会のみでなく︑地
域を越えて通う品川学園の保

なると考える︒ 国の動きに
的につなげる手法について︑
対応できるよう研究を進める︒ 総合窓口の設置も含めて検討
していく︒
準備が整い次第公表する︒

工夫する︒ 引き続きホー
ムページでお知らせする︒

介護保険制度改正と地域包括
ケアシステムの構築について

❶猶予期間があるにも関わ
らず︑新総合事業を２０１５
年４月よりスタートする理由
等は︒❷チェックリストで総
合事業に振り分けられた場合︑
継続的な相談等をどう担保す
るのか︒❸区が考える地域包
括システムの到達点は︒❹地
域に必要な機能を市民が構想
できる機会を検討しては︒

健康福祉事業部長 ❶独自
の在宅介護支援システムによ
り基盤ができており︑早期実
施で利用者の負担軽減に寄与
できると考える︒❷継続的な
相談支援体制を確保していく︒

❸介護と医療等の連携強化を
図り︑高齢者を地域全体で支
え合うケア体制の確立をめざ

している︒❹区民の主体的な
活動を支援するため︑ほっと・

サロン等を展開している︒
空き家の活用について

皆様のご理解とご協力を

区長 ❶地域のアイデアも
募りながら検討していく︒❷

教育次長 ❶

に節電に取り組んでいます。

オークランド市とのつき合い
の中で学んだことなどを︑お

子ども未来事業部長 ❶来
年度は区立の４歳児が 名︑
私立の３歳児が１千 名だ︒

❷現段階では傾向は明らかで

❶条例づくりの基礎調査と
して空き家調査を行ったが
状況は︒ 特徴的な傾向は︒
❷提供したい所有者と利用し
たいという個人や団体をつな
げる︑空き家に関する総合相
談窓口を設置しては︒

期 間 中 は 室 温１９度 を 目 安

の結果の活用等について︑見
解は︒❹５・６年生の英語の
教科化に伴う︑今後の指導体

する学習を充実させる︒❼教
育目標にスポーツ活動の充実
等を位置づけている︒❽体力

を進めている︒ 子ども主体
で発案された根絶宣言等を踏
まえて策定している︒❷ 子
ども自身が主体的に解決しよ
うとする意識が芽生えてきた︒
スマートフォンを使ったい
じめは発見が難しい︒❸校長
判断と考える︒❹考えはない︒

品川区議会では、
冬季暖房

28

向上検討委員会で研究を進め
はない︒❸検討しているとこ
ている︒❾ 変化の激しい社
ろだ︒❹受益者負担と少子化
会の中で個人の自立と協働を
対策のバランスを考慮する必
図るための力と考えている︒
要がある︒❺ ５園が状況に
ＩＣＴ活用能力の育成等だ︒ より判断するとされている︒
推奨する考えだ︒ 幼児教
育で中心的な役割を担ってき
たと認識している︒
国際都市としての取組み
について

ウォームビズで省エネルギーに
取り組んでいます

命までのスケジュールは︒
今後も教育委員の資質の向上
は重要であり︑研修の充実等

子どもに寄り添う、子ども
が主役の学校づくりについ
て

制は︒❺英語教育にこそ︑英
もてなしの場面にも生かして
を図るべきでは︒ 新制度に
語科の免許を持つ区固有教員
いく︒❸様々な機会に参加を
おいて︑自殺等の重大な事案
の採用等がふさわしいのでは︒ 呼びかけ︑親交を深めていく︒
が発生した場合の対応は︒
❻我が国の歴史や伝統文化等
総合教育会議の体制づくり等
❹海外諸国との自治体間交流
の学習の充実を図っては︒❼
の準備状況は︒❷教科書採択
は民間の力を活用した取り組
❶学校いじめ防止基本方針
オリンピック・パラリンピッ
について 採択理由を公表す
みが有効であると考えている︒ について 進捗状況等は︒
ク教育にかかわる取り組みの
べきでは︒ 採択前に教科書
子どもや保護者の参画が保障
の必要要件を公表すべきでは︒ 現状等は︒❽児童・生徒の体
子ども・子育て支援新制度の
されているか︒❷区はいじめ
力向上に対する今後の方向性
総務部長 ❶ 区長と教育
取組み状況について
防止対策を講じているが 成
は︒❾生き抜く力について
委員会の連携をより強固なも
果は︒ 課題は︒❸各学校の
見解を︒ 学校の取り組みは︒
❶幼稚園の入園申込状況等
のとすると考えている︒ 平
基本方針の前文に子どもの権
教育長 ❶聞く力の向上等
成 年４月１日に在任中の教
利の視点を入れては︒❹子ど
は︒❷新しく区の認可となる
育長は︑教育委員の任期満了
だ︒❷グローバル人材育成塾
も支援総合計画の検討を︒❺
小規模保育事業等の申込傾向
まで在職する︒ 現在も定期
いじめ防止条例を策定するの
等はコミュニケーションの楽
等は︒❸新たな保育料は︒❹
であれば︑調査メンバーに人
的に研修会等に参加しており︑ しさを実感できる場となって
第２子以降無料化などの考え
権擁護の専門家を︒❻小中一
いる︒❸授業改善等に役立て
取り組みを継続していく︒
方は︒❺私立幼稚園について
貫教育推進委員会について
ていく︒❹３年生以上で︑担
教育委員会が一報を入れ︑幹
年度以降に新制度へ移る
小中一貫教育の課題は︒ 設
部職員が参集し迅速に対応し
任と日本人英語専科指導員の
園は︒ 区は新制度への移行
置の目的は︒ 方向性は︒
ていく︒ 区長部局と教育委
２人体制で指導していく︒❺
を推奨し︑支援するのか︒
議事要旨の公開を早めては︒
位置づけは︒
員会で協議を重ねている︒
募集要件に英語の教員免許を
教育次長 ❷ ホームペー
学識経験者の発言がわかる
追記した︒❻伝統文化を理解
よう議事録を工夫しては︒
情報を広く区民に提供しては︒
ジで公表していく︒ 教科用
図書調査検討委員会の調査に
影響する可能性があり︑総合
教育会議の中で検討する︒

英語教育とオリンピック教育
について
❶小学校１年生からの英語
教育推進による成果等は︒❷
実践的な英語を身につけさせ

お願いします。
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