❶災害時における情報収集
や避難誘導など、災害対策を
拡充させるためにドローンの
活用を。❷世田谷区等では避
難所における紙の簡易間仕切
りを提供するＮＰＯ法人と協
定を結んでいる。他区の取り
組みを参考にし、避難所にお
けるプライバシーの確保を求
めるが所見を。❸総務省の調
査によると、熊本地震におけ
る情報収集の利用手段として
ＳＮＳの活用が挙げられたが、
発災直後は通信環境が混雑す
る課題がある。ケーブルテレ
ビ品川の地域ＢＷＡ事業のサ
ービスが、区内全域で順次開

くなるよう、この助成事業の
紹介に努めていく。

中塚

安倍首相の憲法９条改憲発言
品川区長は反対表明を

認識しており、協定締結に向
けた調整を行っている。❸区

❶現在自殺予防対策事業と
して予防啓発、ネットワーク
づくり、相談体制の強化が進

❶憲法の根幹が問われてい
るときに「収拾がつかなくな

自殺予防対策について

地球温暖化防止に資するＬＥ
Ｄ化のさらなる促進について
められているが、取り組み内
容と成果は。❷改正自殺対策
基本法の３つのポイントのう

全域でのサービス開始に合わ
せて、まずは学校等の避難所
へ機器を配備していく。

❶区では街路灯について、
平成 年から５年計画で全て
ち、自殺総合対策推進センタ
ーを設置し、地域の自殺対策
の支援機能を強化するという
点と、地域自殺対策予算の恒
久財源化について、区への影
響や取り組みは。❸もう一つ
のポイントとして、地域自殺
対策行動計画の策定が区にも
義務付けられるとのことだが、
策定について所見を。
品川区保健所長 ❶相談先
を案内するパンフレット等の
作成配布、自殺予防対策連絡
会の開催による警察等とのネ
ットワーク強化、ゲートキー
パー養成研修による支援者等
の人材の養成等、様々な取り
組みを進めることで、区内の
自殺者数においても減少傾向
にある。❷都は、平成 年４
月福祉保健局内に東京都地域

亮 議員
（共産）

から検認等に必要な６名に半
減させた効果により、戸籍住

ンション被害をさらに増やす
ものではないのか。❷戸越五

丁目 番地の超高層再開発は
民課本課も含めた証明発行部
中止し、戸越一・二丁目地区
門の人件費が約 万円の減と
の共同建てかえに学び、商店
なる。❷行政サービスの向上
街やコミュニティを生かす計
をめざし、どのような形であ
画への転換を。
れば組織が効率よく機能する
都市環境部長 ❶災害に強
か不断の見直しを進めている。

戸越公園駅周辺の超高層再開
発は中止し、商店街やコミュ
ニティをいかす街づくりに転
換を

いまちづくりを進めるために
は、都市の基盤をしっかりと
整備することが重要と考えて

いる。老朽化した建物の耐震
性の確保や不燃構造とするこ
と、狭い道路の拡幅や広場の

整備などに地域の方々ととも
に取り組んでいる。❷町会や
商店街等も参加するまちづく

たがア戸籍の取得などで本籍
り協議会等において、商店機
❶戸越公園駅周辺を９棟の
地の記載などに間違いがある
能や地域交流が継続可能なま
タワーマンション群へ大変貌
場合は、別に手数料を払い、
ちづくりについても議論され
させる計画について、区は防
住民票を取得させる。用事が
た上で、地域の権利者により
災のためのまちづくりと強調
不明確な場合は、受付担当が
まちづくりの提案がなされて
するが、再開発による超高層
区職員にかわり、住民はまた
いる。
の推進とは、震災時の高層マ
一から説明するなど、新たな
住民負担が起きている。これ
採択し、
報告を求めた請願について
のどこが区民サービス向上な
のか。イ区非常勤職員を実際
平成 年第４回定例会で採択し、区長に報告を求めた
の６名より多い予算上の 名
請願について、次のとおり報告があったので、お知らせ
分とすることで、直営はコス
いたします。
トがかかり、民間委託はコス
ト減に見えるようにしている。
品川区私立幼稚園児保護者負担教育費軽減の為の請願
約 万円のコスト減になると

るから見解を差し控える」と
区民サービスを低下させる戸
は、改憲を容認、推進の立場
に身を置くものではないのか。 籍住民課の民間委託は中止を
改めて安倍政権による憲法９
❶大井町サービスコーナー
条改憲に反対表明を求める。
を今年４月より民間委託とし
区長 ❶国の安全保障に関
しては、国会において議論さ
れるべきものであり、一自治
体の首長として見解を述べる
ことは差し控えると再三申し
上げているところである。
ニコン跡地の土地購入に向け
た本気の交渉で、特養ホーム
や認可保育園、防災広場など
区民要望の実現を
❶区はニコン大井製作所跡
地購入の希望をニコンに伝え
たが、何に活用したい考えか
らなのか。❷特養ホームや認

した。新たに国による都道府
県等への交付金が明記され、
区においても地域自殺対策強

都市環境部長 ❶約１万８
千平米という広大な敷地で、
地域の方々の関心も高く、様

求める。

にするのはやめるべきでは。
地域振興部長 ❶ア申請や
本人確認の際に必要な書類・

自殺対策推進センターを設置

証明発行業務の委託を順次拡
置に加え、一部でも区が取得
大する予定であり、中止する
できるよう既に要望している。 考えはない。

の水銀灯をＬＥＤ化する計画
だ。計画通り進んだ場合の
削減量と電気料金の経費削減
効果は。❷区有施設における
ＬＥＤ化はどのように図られ
ていくのか。❸都では、家庭
におけるＬＥＤ省エネムーブ
メント促進事業として、白熱
電球２個以上をＬＥＤ電球１
個に無償で交換する事業を７
月 日からスタートするがア
事業概要は。イ区独自でもイ
ベント等によりきめ細やかな
周知・啓発を。❹区の実施す
る住宅改善工事助成事業の拡
充等により、家庭におけるＬ
ＥＤ化の促進を。
区長 ❶電気料金として年
間３千 万円、 排出量とし
て年間千 トンの削減効果が
見込まれる。❷建てかえなど
に合わせてＬＥＤ照明への切
りかえを進めており、今後も
計画的にＬＥＤ化を進めてい

化交付金による都からの財政
支援を受け、自殺対策事業を
実施している。❸これから策

々な行政需要への対応を検討
する上で有用であると考えて
いる。❷解体後の計画は未定

１．保護者補助金の所得制限の撤廃
保護者補助金は、保護者の負担軽減、公私格差の是正
を目的に設けられたものであり、品川区としても厳しい
財政状況が続く中、補助金制度の維持に向けて努力して

まいりました。
この制度は、幼児教育の機会を等しく確保するため、
一定の所得制限の下で補助金を交付してきたものです

が、景気低迷の影響により、公私立間の負担が広がりを
みせておりました。そのため、平成 年度からは、所得
制限の緩和を行い、約 ％の保護者が対象となりまし
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CO₂

500

た。さらに段階的に緩和を進め、平成 年度からは約
％の方が対象となるよう所得制限の緩和を拡大いたしま
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の説明は間違っているのでは。
可保育園等、区民要望の実現
へ区の強い意志を伝えるため、 ❷区は職員定数を削減し積立
基金を増やすため、戸籍住民
区長名による要望書の提出を
課など区役所窓口を民間委託

定される国の自殺総合対策大
綱、都の自殺対策計画ならび
に地域の実情を勘案し、東京

手数料は、委託開始前後にお
いて何ら変更はない。聴聞が
必要な場合は、職員へのスム
ーズな引き継ぎを行っており、

住民負担が増えているとの指
摘は当たらない。イ大井町サ
ービスコーナーの職員を 名

とのことから、引き続き計画
の動向に注視し、所有者の意
向の把握に努める。また、歩
道設置の協力や公共施設等設

60

29

都地域自殺対策推進センター
等の支援を受けながら区にお
ける自殺対策計画の策定を進
めていく。

28

災害対策について
く。❸ア電球を無償で交換す
始されるが、避難所での通信
るとともに、家庭における省
環境の整備もあわせて行うべ
エネアドバイスを実施する。
きでは。
これにより年間４万４千トン
災害対策担当部長 ❶ドロ
の 排出量の削減とともに、
ーンの有する映像撮影や音声
省エネ意識の向上が見込まれ
伝達等の能力により、災害時
ている。イ広報しながわ等で
の情報収集・避難誘導等の有
きめ細かく知らせていく。❹
効な手段になると期待されて
いる。区としても関心を持ち、 区では 年度よりＬＥＤ化に
伴う工事費の一部助成を行っ
情報収集を進めている。❷間
ており、より一層利用しやす
23
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仕切りの確保は有効な手段と
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