❶町会・自治会活動の活性
化のため、支援制度の再構築
を図ることになったがア背景
は。イ地域からの声はあった
のか。ウ町会・自治会ごとに
行っている独自事業にも、状
況に応じて支援を。❷今後、
町会・自治会と区との協働が
進むことを勘案するとア今以
上に地域センターでのワンス
トップの対応が重要では。イ
本庁舎で行っている相談支援
等を地域センターで行うべき
では。❸一部の地域センター
で扱っている戸籍事務等を、
全地域センターで行っては。

を地域センターに順次設置し、 しながわ水族館の来館者が公
園内を楽しめるような仕掛け
を。エ改修に合わせ、遊具の
設置やイベントの開催など、

大倉たかひろ 議員
（民・無）

環境の取り組みについて

度が 件、業務用はそれぞれ
件であり、区民の需要に応

ついて検討を進めていく。❺
家庭用は 年度が 件、 年

26

福祉の相談機能を拡充してい
る。❸町会支援など地域事務
への需要増等も考慮すると、
難しい課題だと認識している。 地域や利用者等と協議を重ね
て進めては。❷区内公園等で
の事件・事故の未然防止の観
品川の教育について

点から、防犯カメラや照明器
❶平成 年２月に品川区教
具の設置を求めるが、見解を。
育フォーラムが開催されるが、
防災まちづくり部長 ❶ア
❶品川区第二次環境計画に
老朽化が進んでいることから、 紙資源削減の目標数値がない
段階的に再整備を行う計画だ。 理由は。❷庁舎内の紙使用量
イ利用者やスポーツ団体等の
についてアここ数年目標基準

25

26

と保護者の双方に呼びかけて
いく。イ各学校では家庭教育
ブックを活用し、保護者会等

Ｆ
- ｉの利便性とデータ流出
の危険性等について、子ども

管理することが重要だとの意
見があり、携帯電話のルール
を親子でつくるためのリーフ
レットを作成し、保護者に働
きかけている。❹ア無料Ｗｉ

関と連携して解決した事例が
り組みを。❺学校で子どもた
ある。❸品川区いじめ根絶協
ち自身がインターネットに関
するルールづくりを行っては。 議会で、まず親が責任を持ち
❻不適切な睡眠習慣は学力や
運動能力へ影響し、非行や不

登校などの問題行動等へのリ
スクが指摘されているがア子
どもの睡眠不足や睡眠障害を

どのように捉えているのか。
イ福井県の小学校等では、睡
眠パターンを記録する睡眠ロ
グを活用し、不登校率を減少

させた事例がある。区での活
用について、所見を。ウ睡眠

で啓発している。❺全校の児
童・生徒会役員が集まる懇談
会で、既にネットいじめにつ
いて話し合っている。❻アイ
ウ睡眠の確保は心身の健全な
成長に重要と認識しているが、
睡眠状況の把握・改善と不登
校の解消については、関連性
も含めて今後の研究課題と考
えている。

3月16日（水）午前10時

算

総括質疑

予

3月1日（火）
・2日（水）
・4日（金）
・7日（月）
・
8日（火）
・10日（木）
・14日（月）
※各日ともに午前10時

3月23日（水）
（再放送）3月27日（日）

款別審査

について、保護者への啓発も
重要と考えるが、所見を。
教育次長 ❶❷表層化しに
くいため、把握は困難であり、
学校では児童・生徒や保護者
からの相談を受けて、教育委
員会と連携して対応している。
ネットいじめへの対処につい
ハ
ー
ツ
ては、ＨＥＡＲＴＳが関係機

2月25日（木）午前10時

その意義は。❷品川版コミュ
ニティ・スクールについてア
学校支援本部の運営に際して

ものであり、区独自の環境マ

放送はありません
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を大きく上回っており課題と
えられていると考える。❻全
は、どのような方の活用等を
意見を聞きながら検討してい
考えるが、所見を。イ職員の
てのエネルギーを地産地消で
想定しているのか。イ学校支
く。ウ子どもたちのアイデア
援の方法は。❸市民科の今後
を生かした遊具コーナーやプ
意識啓発等に取り組むべきで
賄っていくことは困難だと考
は。❸ＩＣＴを導入しペーパ
える。❼ 年度が 件、 年
の方向性等は。❹学校の適正
レイパークの設置を検討して
度が 件であり、 年度は現
ーレス化を進めることは、紙
配置に関する審議会の設置を。 いる。エ様々な方々の意見を
在 件で予想を上回る実績だ。
❺あらゆる方策を用いていじ
聞きながら進めていく。❷日
資源の削減や費用面などで効
果があると考えるが、所見を。 ❽再生可能エネルギーや高効
め根絶に努めているがア現状
ごろから警備会社による巡回
率化は広域的に取り組まれて
❹区議会でＩＣＴ化の議論が
は。イ取り組みを他の自治体
を実施している。事案により
おり、現在、国では 削減目
へ発信すべきでは。
更なる対応が必要な場合には、 されており、議会だけでなく
標等を示し、都でも環境基本
行政もともにＩＣＴ化をして
教育長 ❶これまでの取り
防犯カメラを設置している。
計画の改定を進めている。
いくことは大きなメリットと
組みを振り返り、地域ととも
にある学校づくりという目標
市町村交流について
考えるが、所見を。❺太陽光
子どもをとりまく環境と教育
発電等の助成件数とその評価
を保護者や地域の方に理解し
について
は。❻エネルギーの地産地消
ていただくことだ。❷ア地域
❶これからの宮古市への支
と学校を結ぶかけ橋となる方
援は、宮古を訪れること、宮
について、どのように考える
❶ネットを介したいじめや
のか。❼エコに関する工事助
を想定している。イ各校の取
古の産品を購入すること、交
ＳＮＳ等から犯罪に巻き込ま
成の利用実績は。❽再生可能
り組み状況を踏まえて検討し
流することだと思うが、見解
れるケースがあるが、子ども
ていく。❸カリキュラム等の
を。❷ＰＴＡ関係者が築き上
エネルギーの導入とエネルギ
がトラブルに巻き込まれる実
ーの高効率化に対する将来の
見直しを含めて検討していく。 げた交流が続くよう、来年度
態をどの程度把握し、対策を
展望は。
❹今後の教育のあり方を検証・ 以降も品川の親子が宮古を訪
検討していくことが必要と考
れ、自然を体験し交流する活
区長 ❶紙の使用の削減は、 立てているのか。❷ネットい
ハ
ー
ツ
じめに対しての対策と成果は。
区が一事業者として取り組む
❸児童・生徒のネット依存を
動を支援することはできない

ネジメントシステムに目標を
掲げている。❷ア 年度は現
段階で 年度の使用枚数を下
回っている状況だ。イ研修等

2月24日（水）午前10時

特別委員会

行財政改革

オリンピック・
パラリンピック推進

放送はありません

2月16日（火）午前10時30分
3月22日（火）午前10時30分

議会運営委員会

えている。❺アＨＥＡＲＴＳ

による本人への支援等、学校
のか。
と連携した体制を整えている。
総務部長 ❶税務課で新た
イ各自治体で実情が異なるた
に口座振替の登録を行った区
め発信は考えていない。
民に、抽せんで宮古市の海産
物の詰め合わせを送っている。

教

の意識啓発を通じ、更に紙の

文

区長 ❶ア人口減少社会の

引き続きこのような取り組み

設

到来や地域福祉等の課題を見
据え、町会・自治会活動の活
となった。イおおむね好意的
な意見が寄せられている。ウ

品川の公園について

建

常任委員会

生

3月23日（水）午後 1 時

155

把握し、きめ細かい対応を。
❹フィルタリングはトラブル
回避に一定の効果があると考
えるがアＷｉ Ｆ
- ｉを介して
インターネットへ接続した場
合は、フィルタリングは機能
しないといった課題がある。
区で対策を立てるべきでは。
イフィルタリングの設定など
について、更なる啓発等の取

厚

性化にむけた取り組みが必要

支援制度を再構築する中で検

使用の削減を図っていく。❸
❹事務の効率化や資源の省力
化が着実に図られている。今
後は、議会との連携も図りな
がら、ＩＣＴの更なる活用に

民

（再放送）
2月27日（土）
・28日（日）

54

28

議員（自・未）
茂
渡部

を通じ交流の輪を広げていき
たい。❷ＰＴＡ連合会と宮古
市との交流などは望ましいも
のと考えており、様々な支援
方法について検討していく。

区

2月17日（水）午後 1 時
2月18日（木）午前10時
2月19日（金）午前10時

58

27 150

CO２

町会支援について
討していく。❷ア庁内の関係
❶しながわ区民公園につい
部署と連携して対応しており、
てア改修の方向性は。イ少年
既にワンストップ窓口の機能
野球場等は利用者の意見等も
聞きながら改修するのか。ウ

本会議・委員会の日程（予定）

10

157

一般質問

を果たしていると考える。イ
支え愛・ほっとステーション

務

2月22日（月）午前10時
2月23日（火）午前10時

総
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2月22日（月）～26日（金）

ケーブルテレビ放送

本 会 議

26

開催日時

名

議

会

平成 28 年（2016 年）２ 月 ２ 日
発行
No.254
3

