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基金運用改革について
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期発見・早期支援体制の充実
を図っては︒❸就業センター
との連携をより強固にし︑就

ーク会議など先進的な取り組
みを参考に︑生活困窮者の早
長を長とした検討委員会を立
ち上げ︑現状と課題を分析し
ている︒今後︑乳幼児家庭に

子ども未来部長 ❶課題を
横断的に検討するため︑副区

アンケート調査等を実施し︑
区の実情に合った支援体制の

飯沼

雅子 議員
︵共産︶

濱野区長は憲法違反の﹁戦争法案﹂に反
対を

賃金等は︑受託事業者の裁量
と考えている︒❷ 年度末を

今後も十分な配慮を行ってまいりますので︑ご理解のほ

どよろしくお願いいたします︒

２．私立幼稚園への更なる支援・助成金増額および私立

幼稚園母の会連合会への助成について

私立幼稚園の経営の安定化を図ることを目的とした私

立幼稚園への直接助成金は︑区の財政状況を勘案しなが

万から

万円といたしました︒ま

年度から心身障害児教育事業費補助金を増額

ら︑実態に沿うよう制度の見直しに努めてまいりまし

た︒

平成

し︑対象者１人につき補助額

年度から私立幼稚園協会への補助金を

万円に増額しました︒

た平成
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❶戦争法案に反対表明を︒
❷今国会での成立は行うべき

目標としている︒❸ ０歳が

49

労後も自立を見守る就労支援
の体制を強化しては︒❹生活
保護世帯に行っているような
アウトリーチの取り組みを︑
子どものいる生活困窮世帯に
ではないと思うが︑所見を︒
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どの見直しや増額を行ってきたところではありますが︑

このように︑区では幼児教育推進のため︑助成制度な

507

検討を進めていく︒❷❸ネウ
ボラネットワーク検討の一環
として︑民間サービスの内容
調査を行い︑産後ドゥーラや
産前・産後のケア施設の利用
も含め︑アンケート調査等の
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も実施し︑学習支援の場を提
供するなど支援体制の充実を
図っては︒

区長 ❶❷国の専権事項に
対して︑見解を述べることは
差し控えさせていただく︒
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人︑１歳が 人︑２歳が
人︑３歳が７人だ︒ 母親の
就業状況は︑常勤が ・８％︑
パートが ・９％などだ︒❹
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結果を踏まえ検討していく︒
平和事業について
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❶生活困窮者自立支援制度
の存在や活用について︑より
きめ細やかな周知を︒❷大阪
府豊中市の地域福祉ネットワ

を利用した際の利用費助成等︑ 況だ︒❹大規模な花火大会の
いかに切れ目のない体制を築
開催は︑関係機関の指導が厳
くかという視点で︑多様な産
しくなってきており︑非常に
前・産後ケアを図るべきでは︒ 困難な状況と認識している︒

国や都の基準を上回る
面積を確保し︑柔軟な運営が
できる整備計画としている︒
約 ㎡の中庭を設ける︒

生活困窮者自立支援制度運営
父母の運動で区立認可保育園
認可保育園や認証保育所等の
私立幼稚園母の会連合会への直接の助成は難しい状況で
❶２億円ある平和基金を積
協議会を中心に︑支援体制の
実現
開設により総合的に取り組む︒
すので︑現状の幼稚園協会への補助金を母の会連合会の
強化や早期発見への情報共有
区長は来年４月待機児ゼロへ
❺待機児童数は︑厚生労働省
み増し︑平和事業の拡大を︒
❶基金の運用収入と運用利
事業費支援にも活用していただくなど︑創意工夫してい
など︑ネットワーク機能の充
更なる増設を
の定義により計算している︒
❷平和を象徴するカンナの花
回りは︒❷都は安全性の高い
ただき︑私立幼稚園の振興に役立てていただきたいと考
実を図っていく︒❸就労自立
を︑小中学校等の花壇やオリ
新たな運用手法として元利保
えております︒
支援相談員による支援のほか︑ ンピック・パラリンピックの
高すぎる国保料・介護保険料
証の金銭信託による運用を開
❶平成 年にできる広町二
就職後も継続した相談が受け
引き下げを
競技会場周辺等に植え︑非核・ 丁目区立認可保育園について
始するが 区の認識は︒ 同
り対応する︒❸ 多くの医療
補助金等が使いやすい制度と
られるよう努めていく︒❹ア
特養ホームの増設を求める
平和を世界に発信できるよう︑
様の基金運用の可能性は︒❸
複数の副園長︑看護師等の
なるよう求めるが︑所見を︒
ウトリーチという訪問支援の
機関で同時に実施できる体制
事業の拡大を図っては︒❸非
安全性の確保など公金管理の
配置を︒ 年齢別１クラスの
❺武蔵小山駅前再開発につい
❶一般財源を投入し︑国保
取り組みを生活困窮者世帯に
を整えている︒ 無料化によ
核平和パネル展は例年区役所
三原則は堅持しつつ︑基金の
適正人数は︒ 乳児クラスは
て 商店街が壊れてしまう再
も行っていく︒更に︑カウン
で行われているが︑駅構内な
一括運用などの積極的な基金
り受診率が向上するとは考え
人程度の保育ができる部屋
料の引き下げを︒❷実情の把
開発はやめるべきでは︒ 防
セリング等により親と子の学
どに︑開催会場を拡大しては︒ 割りと職員配置を︒ １階に
ていない︒❹第六期介護保険
運用改革を進めるべきでは︒
握ができない滞納者には︑差
災のための再開発というが︑
習環境の整備を進め︑その上
❹非核平和都市品川宣言 周
事業計画では 段階に多段階
乳児用遊戯室の設置を︒ 子
し押さえ等をしないよう求め
会計管理者 ❶平成 年度
安心・安全のまちづくりこそ︑
で︑子どもたちが集える場の
年の年である２０２０年に花
化した︒❺ 第六期の保険料
の運用収入は５千 万 円︑
どもの遊べる場所の確保を︒
るが所見を︒❸受診率を高め
自治体の仕事では︒ 風害か
必要性等を検討していく︒
火大会を実施する等︑品川区
保育士の賃金が保障される
運用利回りは０・ ％だ︒❷
算定で約 億５千万円を取り
るため 特定健診とがん検診
ら区民を守るための対策を︒
平和の祭典を開催しては︒
よう︑区のチェックと支援を︒ が一緒に受診できるやり方を︒ 崩した︒ 約６億３千万円と
都は今年度から運用を開
都市環境部長 ❶防災性向
区長 ❶基金の増額の必要
❷いつまでに待機児ゼロを実
始したばかりであり︑今後の
子育て支援について
全てのがん検診の無料化を︒ 見込む︒❻一般財源からの補
現する計画なのか︒❸４月に
状況を注視していく︒❸これ
性は必ずしも高くないと思う
填は考えていない︒❼総合的
上や交通の円滑化の観点から
❹住民税非課税者の介護保険
❶しながわネウボラネット
希望する認可保育園に入れな
が︑平和事業の拡充は積極的
料引き下げのため︑保険料の
までどおり公金を安全かつ効
に判断し適切に対応していく︒ 必要なものだ︒❷増額する考
に取り組むべきと考えている︒ かった子どもの 年齢別人数
更なる多段階化を︒❺介護給
率的に管理・運用することを
えはない︒❸自助が基本だが︑
ワーク検討委員会の進捗状況
は︒ 保護者の就労状況は︒
付費準備基金について
〜
大前提に︑運用先や運用期間
普及に向けた手法等を検討す
❷教育委員会と調整し︑区内
﹁住み続けたい﹂住民を追い
は︒❷ネウボラネットワーク
年度は幾ら取り崩す計画か︒ 出し︑まちを壊す放射２号線
の拡充等に積極的に取り組む︒ に︑お産する女性に寄り添い︑ 学校への拡大にも努めていく︒ ❹区立認可保育園の大幅増設
る︒❹制度の周知とその活用
を︒❺区独自の待機児のカウ
年度末残高の見込み額は︒ 道路・武蔵小山駅前再開発は
そのほかは︑状況を見きわめ
を促す︒❺ 地域の課題解決
生活に必要な様々な世話をす
ント方式はやめるべきでは︒
❻一般財源を投入し︑値上げ
中止を
等のために再開発を進めてお
生活困窮者自立支援制度
るドゥーラの活用も位置づけ︑ た上で調整していきたい︒❸
子ども未来部長 ❶ 今後︑ 前の介護保険料に戻しては︒
り︑地域の活性化が図られる
について
ＪＲ東日本等と協議をしたが︑
利用費助成を設けては︒❸他
❼特養ホームの更なる増設を︒
と考える︒ 再開発は木密地
展示スペースの点で困難な状
運営事業者と協議していく︒
自治体の産前・産後ケア施設
❶放射２号線道路計画は直
域解消の有効な手段の１つで
ちにストップを︒❷住宅耐震
あり︑引き続き支援する︒
改修補助の倍化を︒❸感震ブ
周辺への影響を最小限に抑え
レーカーの設置助成を︒❹マ
ンション耐震化を進めるため︑ られるよう事業者を指導する︒

福祉部長 ❶文化センター
や子育て関連施設等も含め︑
制度の周知に努めていく︒❷
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一般質問

福祉部長 ❶ 区統一の保
険料方式を採用しており︑区
独自での引き下げは難しいと
考える︒❷個々のケースによ
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