のあり方を模索する中で︑観
光大使についても検討してい

平成24年 陳情 第14号

不採択

豊葉の杜中学校跡の活用に関する請願

平成24年 請願 第 6 号

継続審査

※採 択
（区議会として、ご希望に賛同します。
） 趣旨採択
（区議会として、ご希望の趣旨には賛同します。
）
不採択
（区議会としては、ご希望に賛同しかねます。
） 継続審査
（区議会として、引き続き慎重に審査します。
）

があり困難ではあるが︑更な
る連携強化を進める︒

区民に開かれた品川区議会運営をもとめる陳情

を改善しているのか︒②高齢
者住宅の今後の考え方は︒

く︒❼どのような方法が可能
か検討していく︒

議会運営
委員会

藤原

合等は︒③大森貝塚の範囲が
品川区にほぼ特定された事を
発信しては︒④区指定文化財
に居木神社の一刀彫宮神輿等
を指定しては︒⑤品川の魅力

不採択

都区制度改革について

平成24年 陳情 第10号

健康福祉事業部長 ❶コミ
ュニティも広がり︑環境にな
じめない方にはスタッフが丁

10・23 通達の順守を求める事に関する陳情

正則 議員
︵み・無︶

採

①基礎的自治体として区が

平成24年 請願 第11号

実施する清掃事業の評価は︒

上大崎三丁目「みやこ荘跡地」への特養
ホームの整備を求める請願

長期基本計画の改訂について

平成24年 陳情 第９号

寧に対応している︒今後も快
適な生活空間を築いていく︒
❷見守り機能などを強化した
この住宅を先行モデルとし︑
今後の方向性を検討していく︒

品川区役所第二駐車場における身体障害
者専用駐車場の運営・管理に関する陳情

②清掃一部事務組合の経営改
革プランや情報公開等の取り
組み等への評価は︒③区移管
に伴う財産の取り扱いでは︑

をどのようにＰＲしていくの
生活保護費の縮小について
か︒⑥観光大使の任命の考え
方は︒⑦年間の区や地域の行
①歳出の縮小についての取
事︑予定などをわかりやすく
り組みは︒②必要以上の通院
一元化し︑区民に周知しては︒ だと思われるケースについて︑
地域振興事業部長 ❶区長
所見は︒③ジェネリック医薬
のトップセールスをはじめ︑
品の導入を徹底するべきでは︒
健康福祉事業部長 ❶適正

択

無償譲渡の土地と建物には用
途指定があるが㋐区内粗大ご

不採択

な受診指導や就労支援︑資産
把握のための金融機関本店等
への一括照会などを行ってい
る︒❷通院日数が多い者を電
子レセプトにより抽出し︑通
院回数や治療内容の適正化を
行っている︒❸後発医薬品の
利用状況を調査し︑結果に基
づいて︑個別に説明をし使用
促進に努めていく︒

品川区が購入を決めた国有地（旧みやこ荘跡地）に、
平成24年 請願 第12号
特養ホームと老健施設の建設を求める請願

各種メディア等を通じて後押
しする︒❷五反田ふれあい水
辺広場はタラップ等の整備を
検討している︒天王洲運河は
水深が十分でないこと等から
設置が困難であり︑ほかの候
補地の選定を進めている︒
❸しながわ観光協会等とも連
携を図り︑更なる発信に努め
る︒❹専門家の意見を聞き︑
文化財調査を行う︒❺❻ＰＲ

採

施設の更新期と有効利用
について

み中継場の効率的な活用を関
係機関へ働きかけては︒㋑
区全体の状況は︒④水銀混入
による清掃工場の停止につい
て㋐復旧の費用と負担は︒
㋑自己規制値は︒㋒再発防止
への抜本的な対策は︒
都市環境事業部長 ❶ごみ
の各戸収集等を実施した︒こ
れも区が移管を受けたからこ
そ実現できたものだ︒❷効率
的で︑区民に開かれた運営を
行っている︒❸㋐都へ働きか
けていく︒㋑旧不燃ごみ中継
施設の跡地を有する区は５区
で︑リサイクル関連施設等に
利用していると聞いている︒
❹㋐平成 年度は３工場の停
止があり︑復旧に要した経費

平成24年 請願 第10 号

①区施設の今後の建て替え

24

①情報処理体制の強化につ
いて︑責任者が不在の場合等
でも危機管理能力は一定であ
るべきでは︒②国等からの情
報の伝達や受信について︑
時間常にムラのない危機管理
能力と︑その直後の対応策は︒
③避難指示などの︑緊急事態
での命令口調の徹底への考え
は︒④都は危機管理監に元陸
上自衛隊師団長を充てた︒区
でもこうした人事を取り入れ
ては︒⑤都の第二建設事務所
の現場職員を︑有事の際に区

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の
継続について意見書の提出に関する請願

①今回の改訂にあたっての
みは 件︑約 億円だ︒❷融
㋐基本的な考え方は︒㋑具体
資ニーズに的確に応えられる
的な進め方とスケジュールは︒ よう努めていく︒❸商品の大
㋒財政の見通しは︒②改訂後
半が生鮮を含む食品で割安な
価格であること等が特徴だ︒
店舗数は小型スーパー 店︑
コンビニ 店だ︒❹様々な観
点から支援に努めていく︒
と有効利用の考え方は︒②こ
みゅにてぃぷらざ八潮につい
て︑八潮という立地の中で利
用率のアップが望めないと思
うが︑今後の他の利用につい
ての展望は持っているのか︒
地域振興事業部長 ❶費用
対効果を踏まえ︑より効果的
・効率的な施設サービスの提
供をめざす︒❷徐々に施設の
存在や特色も周知され︑利用
の増加も見込まれる︒今後は
有効な利用方法も検討する︒
自転車等駐車場について
①公園や庁舎等に︑目的以

が実働指揮できないか︒

択

の重点課題は︒③都区財政調
整制度について㋐区長は制度
をどう評価しているのか︒
㋑特別区としてどう動き︑都
へ働きかけていくのか︒
区長 ❶㋐社会経済の変化
待機児童解消と
を踏まえ︑前期５年の経過を
今後の保育施策について
目途に中間の見直しを行う︒
㋑基礎調査結果をもとに課題
①長期基本計画の改訂作業
などを整理し︑来年度には改
のために行う︑人口動向の調
訂版計画を取りまとめていく︒ 査の内容とスケジュールは︒
㋒厳しい財政見通しだ︒❷今
②少子化の波は必ずやってく
後の検討課題とする︒❸㋐一
るが㋐待機児童のピークを超
定の改革は実現したが︑課題
えた後の展開は︒㋑保育園の
解決に向けた取り組みを進展
あり方をどう考えるのか︒
させていく︒㋑区の基本的な
子ども未来事業部長 ❶分
考え方を幅広くアピールする︒ 析も含め︑年度内には完了さ
せ︑できる限り早く議会に報
告していく︒❷㋐調査を踏ま
緊急経済対策について

外に駐輪していくケースはど

は 万円などだ︒その財源は
各区の分担金が充てられてい
る︒㋑１㎥当たり ㎎ で︑水

銀式体温計なら 本に相当す
る量だ︒㋒各事業所への周知

徹底など再発防止に取り組ん
でいる︒

品川の魅力について

採

20

え検討していく︒㋑関連３法
に関する国や都の動向を注視
しつつ︑乳幼児教育の充実を
図る方向で適切に対応する︒

より︑連絡調整を確実に行う
体制をとっている︒❸状況に
応じた適切な情報の伝達を行
うよう徹底していく︒❹東京

①品川ブランドを売り込む
意気込みは︒②五反田ふれあ
い水辺広場と天王洲運河の乗
船施設等の整備事業の進み具

平成24年 請願 第９号

60

①区内中小企業の融資あっ
せんの動向や実績は︒②区は
中小企業が何を求めているか

区長 ❶❷ 時間いつでも
のぐらいあるのか︒②区役所
事態に対処できる危機管理を
通りから庁舎に向けた通路に
区組織全体で徹底するため︑
しばしば自転車がはみ出てお
管理職による危機管理宿直を
り︑車いす等の支障にもなっ
ている︒このことへの対応は︒ 配置している︒情報入手後の
対応は︑速やかな情報伝達に
総務部長 ❶しながわ中央
公園では昨年度 台の自転車
等を撤去した︒庁舎について

も︑今後注意喚起を図る︒
❷適宜移動等の措置を行って
きたが︑今後も継続的にこれ

消防庁等から職員派遣を受け
ており︑更なる連携の強化に

23

議員（自民）
健信
本多

努める︒❺都の職員にも役割

品川区議会議長あてに提出された請願・陳情について、
審査結果をお知らせします。

202

を把握し︑的確に対応できて
高齢者対策について
いるのか︒③区内にはコンビ
ニとは違うミニスーパーなど
が増えてきている︒どういっ
①高齢者が住み慣れた地域
た特徴があり︑区内に何店舗
で安心して生活するためには︑
あるのか︒④今後の商店街に
住宅は重要な施策だ︒６月に
対する支援の考え方や方法は︒ 開設した大井林町高齢者住宅
に入居された方はどのような
生活を送っているのか︒区は

らの措置を行うとともに︑モ
ラルの向上を喚起していく︒

請願・陳情の審査結果（平成24年第 3回定例会）

312

入居者の声をどう捉え︑課題

文教委員会

行財政改革
特別委員会

択

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の
継続について意見書の提出に関する請願

厚生委員会

266
0.05

150

危機管理の心得について
24

趣旨採択

受理番号

総務委員会

43

一般質問

地域振興事業部長 ❶平成
年度から経営安定化資金を
新設した︒８月までの申し込

24

審査結果※

請願・陳情件名

付託委員会
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