区政をきく
年第１回定例会では、区政全般に

（代表質問・一般質問）
平成
ついて、５名の議員が代表質問を、９名の議
員が一般質問を行いました。

❸水辺事業の推進にあたり、
船からの景観という視点を加
えては。❹まち歩き観光をど
う充実させていくのか。❺東
京オリンピック・パラリンピ
ックについてア各国のホスピ
タリティハウス誘致に向けた
検討を。イ選手団の事前キャ
ンプの誘致を進めては。❻児
童相談所設置に向けた区のス
ケジュールは。❼医療的ケア
を必要とする子どもの保育に

❿東芝病院の売却について、
今後の見通しは。⓫地域防災
計画を見直す際、受援計画等
の検討が必要では。⓬災害時
における医師や病院との連携
の現状は。⓭木造住宅密集地
域の火災対策の方向性は。⓮
無電柱化に対する考えは。⓯
地域包括ケアについてア地域
の方の理解をさらに深めてい
く必要があるのでは。イ医療
から介護へどうつなげていく

った調査では、生活状況はど
うだったのか。イ子ども食堂
をどう推進していくのか。❾

連携し、集団保育での受け入
れを検討していく。❽アひと

としており、区は心理職の採
用や職員の派遣研修等を進め
ていく。❼医療・療育機関と

ついて、どう検討しているの
か。❽子どもの貧困について
ア２年生と９年生を対象に行

ネットワークを構築していく。

たけうち忍 議員
（公明）

東京都の新たな施策の積極的な活用
について

教育長 ❾ア休み時間や放
課後を活用し、スムーズな連
携が図られている。イすまい
るスクール運営協議会にコー
ディネーターが参加している。
健康推進部長 ❿東芝本社
からは、売却について正式な

❶無電柱化など都が打ち出
した新規事業について、区政
との関連等を確認し、積極的

防災まちづくり部長 ❶狭
い道路の無電柱化整備に向け
て、財政支援を拡充するもの

発表はされていない。
災害対策担当部長 ⓫受援
体制を明確にすることは重要
なことと考えている。⓬医療

子ども未来部長 ❶年収

❶後見ニーズ等の今後の見
通しは。❷障がい者の利用促

成年後見制度のさらなる利用
促進について

引き続き就学支援が求められ
ると考えている。❷奨学金運
営委員会等で検討していく。

万円以下の世帯は見直しによ
る効果が及ばないことから、
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都市環境部長 ❶都および

❶区道の無電柱化に対する
都の支援とは。❷都の助成制

軽減の動きを踏まえ、区も低
に腕章を配布する。❷誤解を
所得者への支援を拡充しては。 与えないような看板の設置や
❷区の奨学金制度の見直しを。 適正な管理に努めていく。

❶都の私立高校授業料負担

状況は。❷公園での餌やりに
ついて、適切な看板設置を。
健康推進部長 ❶ 年度中

救護所への医師の派遣等、幅
のか。⓰認知症に対する正し
な活用を要望するが、見解を。 だ。❷今後都から示される補
進に向けて、制度の理解や啓
広い連携が定められている。
助要綱を確認し検討していく。 発を。❸市民後見人等の担い
い理解を、どのようにして地
企画部長 ❶都の施策には
⓭不燃化特区の支援対象拡大
域に啓発していくのか。⓱医
区の重点課題に対応するもの
手の育成を。❹不正防止のた
子育て支援の充実について
療連携型の認知症カフェとは。 を図る。⓮都の財政的・技術
も多いことから、施策の推進
めチェック体制の充実を。
的支援の動きに注視していく。 に向け積極的な活用に努める。
⓲介護する家族の就労継続へ
福祉部長 ❶今後も増加す
福祉部長 ⓯ア各地区でワ
❶待機児童解消の見通しは。 ると見込んでいる。❷制度の
の支援に効果的な介護サービ
ークショップを開催し、理解
❷認可外保育施設への保育料
スのあり方とは。⓳介護サー
防災・減災対策の強化
周知と利用促進を図る。❸市
助成制度が３年間の時限的措
ビスの支出が増加していく中、 を深めていく。イ高齢者情報
について
民後見人養成講座を活用し担
を一元管理し、多職種が情報
置となったが、３年後の助成
今後の介護保険財政をどう考
い手の確保を図っている。❹
共有できるようシステム開発
継続の考え方は。❸都の助成
えているのか。
❶糸魚川市の大規模火災を
監督人である社協に対し財産
する。⓰品川くるみ認知症ガ
制度を活用して、一般不妊治
区長 ❶様々なＰＲやイベ
教訓にした今後の対策は。❷
目録の提出を義務づけている。
イドの配布やホームページへ
療費助成の更なる拡充等を。
ントで活用する。❷３Ｄ映像
まちかど消火栓についてア町
の掲載等で周知する。⓱地域
❹子ども医療費助成を行う自
等の先端技術やＳＮＳを活用
会・自治会への配備の検討状
高齢ドライバーの運転事故防
交流に加え、介護や治療につ
治体に対する国庫負担金の減
し、効果的に発信していく。
況等は。イしながわ防災体験
止について
いての情報提供や、医療的な
額調整が廃止されるが、増額
❸目黒川の４つの橋のライト
館に装置を配備し、普及啓発
相談や講座を開催する。⓲職
分の財源活用の見通しは。
アップは好評をいただいてお
を。❸ブロック塀の倒壊対策
❶運転免許証自主返納事業
子ども未来部長 ❶平成
り、今後も景観の視点を加え、 場の理解が重要なため、区内
についてア防災緑化助成制度
の周知啓発を。❷デマンドタ
企業に対する介護保険制度の
年４月での解消は厳しい状況
検討していく。❹新たな観光
の周知徹底を。イ危険なブロ
クシー等の代替交通の確保を。
周知方法を検討していく。⓳
だ。❷３年間は時限的に予算
資源を発掘し、さらに拡充し
ックの撤去等の指導を。
防災まちづくり部長 ❶自
保険料負担に配慮し、収支バ
化
さ
れ
る
都
の
補
助
制
度
を
活
用
ていく。❺ア区内に大使館の
区
長
❶
耐
火
性
能
の
低
い
建
主返納の啓発等に一層努めて
ランスを見きわめる。
する。期間経過後は、利用状
ある国や交流都市等の誘致に
物への支援の拡大を図る。❷
いく。❷区内の実情に応じた
況等を勘案し、判断する。
取り組む。イブラジルのブラ
ア助成金を新設し、防災資器
方策を検討していく。
大井町のまちづくりについて
健康推進部長 ❸新たな都
インドサッカーについて、覚
材の充実を支援する。イ装置
書の調印に向け調整している。
を館内に展示し、周知を図る。 の制度の詳細を確認の上、助
地域猫のボランティアへの支
❶ＪＲ広町社宅跡地のまち
成制度のあり方を考えていく。 援について
子ども未来部長 ❻国は５
❸ア利用促進を図っていく。
づくりを中心に、大井町周辺
年間を目途に整備を支援する
イ取り組みを一層進めていく。 ❹区民福祉の向上に活用する。
全体のまちづくりビジョンを
❶地域猫ボランティアへの
策定しては。❷ＪＲ東日本と
教育にかかる費用の負担軽減
道路の無電柱化について
腕章等の配布について、進捗
の今後の検討スケジュールは。
について
コミュニティ・スクールのコ
ーディネーターについてア教

度の積極的な活用に向けた
（仮称）品川区無電柱化推進
計画を早期に策定しては。

ネット……品川・生活者ネットワーク

維・無……維新・無所属品川

民・無……民進党・無所属クラブ

以下、
概要をお知らせします。

議員（自・未）
真澄
鈴木

共産……日本共産党品川区議団

公明……品川区議会公明党

会派名は次の略語で記載しています。
自・未……品川区議会自民党・子ども未来
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平成29年施政方針について
❶観光大使に任命したサン
リオキャラクターのシナモロ

ＪＲと調整し、具体的なまち
づくり方針を策定する。❷平
成 年以降に本格的な着工を
めざすと聞いている。
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代表質問

ールにどう活躍してもらうの
員とどのように連携している
り親家庭の４割が、大学等へ
か。❷外国人観光客を誘致す
のか。イすまいるスクールに
の進学は経済的に厳しいと回
るための情報発信のあり方は。 参加し、事業運営を担っては。 答している。イ開設に向けた

32

平成 29 年（2017 年）4 月 27 日
発行
No.261
3

