区政をきく
︵一般質問︶
年第３回定例会では︑区政全般につ

作成時に示された課題の解決
を図るべきでは︒低地部を中
分把握し︑契約価格に反映さ
れた契約内容となっているの

等の負担増加も考えられるこ
とから︑今後研究していく︒

協議に臨む︒❷木造密集地域

がより一層改善されるよう努

方法について研究していく︒

共産…日本共産党品川区議団

民・改…民主・改革ネット
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は品川区内の駅スタンドにも置いてあります。

いて︑ 名の議員が一般質問を行いました︒
以下︑概要をお知らせします︒

次回、平成２５年１月１日発行予定の区議会だよりは、新聞折
り込みでお届けいたします。また、平成25年1月4日から10日まで

力していく︒❸必要なデータ
心に作成や対処が必要と考え
か︒
❷❸物品購入にあたっては︑
コミュニティバスなどの
を消防署が保有しているため︑ 公共交通ネットワークの整備
るが︑今後の対応は︒
総務部長 ❶半年ごとの見
適正価格を確認し︑主に区内
引き続き消防署と協議してい
区長 ❶保育園や幼稚園で
直しではないが︑ 年度から
事業者から調達している︒市
について
く︒❹防災地図は︑ホームペ
は毎月避難訓練を行い︑年１
仕様書の中に電力供給状況に
場価格の確認や大量購入によ
ージ上から必要な情報を選択
回は消防署の実地指導も受け
より適宜事業者と協議するこ
る経費の削減は必要不可欠で
①地域の実状に応じた運送
して印刷できるなど利便性を
ている︒小中学校でも︑保護
とを追加し︑対応することと
あり︑最も効率的で効果的な
サービス提供について︑地域
考慮しており︑紙の地図とあ
者が参加する避難訓練をきっ
した︒指定管理者が運営する
物品調達に資するため︑今後
関係者の合意形成を図る場と
かけに子どもの自助意識を高
施設の経費見直しは︑事業者
も単価の確認等を行っていく︒ わせて活用いただけるものと
して地域公共交通会議を設置
考えている︒❺東京消防庁よ
めている︒更に市民科の防災
しては︒②公共交通ネットワ
り基準を満たす消防水利をほ
教育では発達段階に応じた自
ークの更なる充実に向け︑コ
ぼ確保していると聞いている︒ ミュニティバスの導入を検討
助・共助の考えを計画的・系
塚
本
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弘
議
員
協定による民間井戸の活用に
統的に学習させている︒❷さ
しては︒
︵公明︶
ついては︑水量や水質︑所在
まざまな機会を捉えて自助意
都市環境事業部長 ❶公共
の状況などについて引き続き
識の高揚や防災知識の普及啓
交通のあり方を検討する場と
研究をしていく︒
発に取り組んでいく︒❸災害
して設置することは有益と考
命
を
守
る
道
路
の
時助け合いシステムを構築し︑
え︑今後の検討課題とさせて
空
洞
・
陥
没
調
査
に
つ
い
て
いただく︒❷自治体の負担が
障がい者の雇用支援の充実
少ない他区の例もあるので︑
について
引き続き情報収集に努めてい
く︒

議会だよりを発行し、各家庭に配布しています。

①障がい者就労支援の通所

施設の現状とその利用者数は︒
②精神障がい者のための地域
生活支援・就労継続支援・就
労移行支援の事業が一体的に
運営される体制を整えては︒
③発達障がい者の就労支援に
ついて専門の相談員による相
談窓口を設置しては︒④一般
企業に適合することが難しい
方には︑委託された仕事を授

産施設や在宅でできる体制な
ども必要なのでは︒
健康福祉事業部長 ❶Ａ型

区議会の活動状況をお知らせするため、各定例会終了後に区

り組めるような仕組みを検討
していく︒❷教員のいじめの
兆候を見抜く目や子どもたち
とのコミュニケーション能力
がなければいじめに対処する
ことはできない︒それを補完
するためにアンケート調査を
実施し︑保護者や外部評価委
員会などと情報共有する体制
を整え︑いじめの芽を見逃さ
ないよう対応していく︒❸共
働き家庭の増加等の点から工
夫が必要だ︒特にいじめ問題
については︑担任や養護教諭
など複数体制での家庭訪問に
ついて検討していく︒
品川区の防災対策について
①命を守る防災教育︑自助
意識の徹底に特化した教育を
保育園や幼稚園︑小中学校で
徹底すべきでは︒②区民に対

木造住宅密集地域の
不燃化対策について

要援護者名簿の整備や避難誘
導ワークショップ等により支
不燃化対策を一日も早く推進
援体制を強化する︒❹引き続
①品川区地域防災計画に記
するべきでは︒③いざという
き区民の安全確保に取り組む︒ された啓開道路について空洞
ときに︑どこに消火栓がある
❺関係機関と情報共有し︑平
調査を実施し︑道路陥没危険
のかわからなければスタンド
成 年度末に整備予定の津波
度マップを作成することで危
パイプは宝の持ち腐れになっ
自主避難マップ作成マニュア
険箇所を明らかにして︑速や
てしまう︒区内約２千 か所
ルに反映していく︒また︑品
かに危険を除去すべきでは︒
にある消火栓と今後の活用が
川第一地域センター管内等を
防災まちづくり事業部長
見込まれる排水栓の位置も併
対象とした津波ワークショッ
❶日々の巡回点検や区民から
せて防災地図に掲載し︑初期
プを開催していく︒
の情報などをもとに︑早期の
消火強化に役立てては︒④防
発見や対策工事を行っている
災アドバイザー研修の場など
などだ︒区道の緊急啓開道路
品川区の委託契約について
に関する空洞調査については︑ を活用して町会ごとの防災地
図を作成し︑地域で活用でき
調査手法等を検討していく︒
るよう防災公園などに掲示し
ては︒⑤木造住宅密集地域の

①委託事業によっては︑１
年を通した契約のみではなく
半年ごとに見直しを行うなど
柔軟な対処を行うべきでは︒

初期消火や災害時の生活用水
は知的障害者対象の施設が１
として民間井戸を活用しては︒ か所で定員 名︑Ｂ型は知的
区長 ❶都の実施方針にお
障害者と身体障害者を対象と
ける目標の一つに︑不燃領域
した施設が３か所で定員 名
率を ％に引き上げるという
などだ︒❷精神障害者地域生
ことが明記されており︑区が
活支援センター﹁たいむ﹂が
提案した支援プログラムを全
中心となり生活の支援も併せ
て実施することでこの目標が
た継続的な支援を行っている︒
達成できるよう計画している︒ ❸就労を含め成人期の支援の
地区の安全と区民の財産を守
方法について検討していく︒
❹就労に向けてのサポートの
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るという強い使命感をもって

おしらせ

み・無…みんな・無所属品川

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。 自民…品川区議会自民党

①︵仮称︶品川区いじめ根
絶連絡会議等を組織し︑個人
情報保護に十分配慮しつつ︑
各機関との連携により︑いじ
めの可能性に関する情報共有
を進め︑学校内外︑地域等の

災被害軽減のため︑震災時の

で不燃化が達成されるのか︒
都との協議には︑提案した項
目を来年４月から全て実施す
るとの強い姿勢で臨むことを
要望する︒②木密地域全域の

115

し︑あらゆる機会を通じ自助
意識を徹底すべきでは︒③震

総力でいじめを根絶すべきで
は︒②学校等でいじめ問題に

ても︑担当課が市場価格を十

地域連携等を示した制度を構
対処するためには︑教員の質
②同じ品物を大量購入すれば
①木密地域不燃化 年プロ
築しては︒④広域避難場所を
の向上︑生徒やＰＴＡ等との
コストは下がり︑いわゆるス
変更する考えがないならば︑
信頼関係の醸成が絶対に必要
ケールメリットが発揮される︒ ジェクトの先行実施地区にお
である︒教育委員会の対処は︒ 区の責任で大井競馬場と避難
購入備品によっては市場価格
いて区が提案した支援プログ
③複数教員等による家庭訪問
ラムが実施されると︑どこま
場所に続く道路等の津波対策
よりも高価なもの等があると
を通じ︑児童・生徒の家庭状
等を講じ︑避難する区民の安
聞くが︑大量調達等を行う際
全を確保すべきでは︒⑤津波
はスケールメリットが発揮さ
自主避難マップについて警察
れる契約内容となっているの
署等の理解と協力を得ながら︑ か︒③購入品等の単価につい
必要な情報を共有し︑マップ
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一般質問

況を的確に把握する必要があ
るのでは︒
教育長 ❶学校と関係機関
が一丸となって問題解決に取
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議員（自民）
昌宏
伊藤
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