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第３回定例会の議案
あいデイホームを廃止する改

施行期日 八ツ山保育園ふれ
契約の方法 制限付き一般競
争入札による契約

買入価格 ６千 万円

正規定は平成 年 月１日︑
月見橋在宅サービスセンター
の位置を変更する改正規定は
平成 年３月４日
▼防災会議条例
災害対策基本法が改正され
たことに伴い︑防災会議の所
掌事務および組織を見直す︒
施行期日 公布の日
▼災害対策本部条例
災害対策基本法が改正され

保育所における延長夜間保
育等に関する条例の一部を

ため︑保護者の負担能力に応
じた保育料に改定するととも
に︑保育料の階層区分を見直
すほか︑第２子以降の児童に
係る保育料を軽減する﹁多子
軽減制度﹂を拡充する︒
その他 付則において︑区立

施行期日 平成 年４月１日
▼区立学校の学校医︑学校歯

３番 号
︹豊葉の杜中学校︺
現 行 豊町三丁目
５番 号
改正後 二葉一丁目
３番 号

たことに伴い︑規定を整備す
る︒
施行期日 公布の日
▼区立学校設置条例
杜松小学校と大間窪小学校
を統合し︑新たに豊葉の杜小
学校を設置するとともに︑豊
葉の杜中学校の位置を変更す
る︒
︹豊葉の杜小学校︺
所在地 二葉一丁目

改正する︒
施行期日 平成 年４月１日

科医および学校薬剤師の公務
災害補償に関する条例
﹁公立学校の学校医︑学校
歯科医及び学校薬剤師の公務

とに伴い︑規定を整備する︒
施行期日 公布の日
▼子どもの医療費の助成に関
する条例
児童福祉法が改正されたこ
とに伴い︑規定を整備する︒
施行期日 公布の日
▼保育の実施等に関する条例
受益者負担の適正化を図る

▼ひとり親家庭等の医療費の
助成に関する条例
児童福祉法が改正されたこ

平成 年第３回定例会は︑９月 日から 月 日ま
での 日間の会期で開催されました︒
区長から﹁専属の薬剤師を置かなければならない診
療所の基準に関する条例﹂などの議案が︑議員より﹁固
定資産税・都市計画税の軽減措置の継続を求める意見
書﹂などの議案がそれぞれ提出され︑慎重審議の結果︑
次のとおり可決されました︒
以下︑概要をお知らせします︒

区長提案
条例︵新規︶

条例︵一部改正︶

▼専属の薬剤師を置かなけれ
ばならない診療所の基準に関
する条例
地域主権改革の推進を図る
ため︑医療法等が改正された
ことに伴い︑開設者が専属の
薬剤師を置かなければならな
い診療所の基準を定める︒
施行期日 公布の日
▼食品衛生検査施設の設備お
よび職員の配置の基準に関す
る条例
地域主権改革の推進を図る
ため︑食品衛生法施行令等が
改正されたことに伴い︑食品
衛生検査施設の設備および職
員の配置の基準を定める︒
施行期日 公布の日
▼暴力団排除条例
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▼区立在宅サービスセンター
条例
八ツ山保育園ふれあいデイ
ホームを廃止するほか︑月見
橋在宅サービスセンターの位
置を変更する︒

災害補償の基準を定める政
令﹂等が改正されたことに伴
い︑学校薬剤師に係る補償基
礎額を改める︒
施行期日 公布の日

その他の議案
▼会議用テーブル他の買入れ

契約の相手方 有限会社鮫玉
堂
納 期 契約締結の日
〜平成 年３月 日
▼指定管理者の指定について
公の施設の管理を行わせる
ため︑指定管理者を指定する︒
施設の名称 区立荏原平塚総
合区民会館
指定管理者 公益財団法人品
川文化振興事業団
指定期間 平成 年４月１日
〜平成 年３月 日

予

算

算

▼平成 年度一般会計補正予
算
⑴ 歳入歳出予算補正額
４億５千 万９千円追加
︵補正後の歳入歳出予算額
１千 億２千 万７千円︶
⑵ 債務負担行為補正件数
追加 ２件

決

▼平成 年度各会計歳入歳出
決算
︵１・７・８ページに掲載︶

議案の撤回
▼旧荏原平塚中学校跡地多目
的広場整備工事請負契約
本会期中に提出された当該
議案については︑契約の相手
方より辞退の申し出があった
ため︑撤回を承認した︒

議員提案
議員派遣の件

見

書

▼第 回全国都市問題会議
派遣議員 若林 広毅

意

平成 年度各会計決算
審査のあらまし

日の本会議において︑決算特別委員会を設

武内

茂

忍

全議員

渡部

吉田あつみ

大倉 考裕

月

日の本会議で認定しました︒

特別会計・介護保険特別会計は賛成多数で認定すべ

一般会計・国民健康保険事業会計・後期高齢者医療

日には︑各会派より意見表明が行われ︑採決の結果︑

月

日までの計

員 議長および議員選出監査委員を除く

事

飯沼 雅子

月２ 日 か ら

７ 日間行われました︒慎重審査ののち︑最終日

委員会での審査は

▽理

▽副委員長

▽委 員 長

▽委

び理事を選出しました︒

引き続き委員会を開会し︑委員長︑副委員長およ

置し︑平成 年度各会計決算の審査を付託しました︒

９月

決算特別委員会を設置
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きものと決定し︑ 月

翌年度へ繰越

歳出決算額

歳入決算額

25

︹月見橋在宅サービスセンタ
ー︺
現 行 南大井五丁目

▼固定資産税・都市計画税の
軽減措置の継続を求める意見
︵５ページに掲載︶
書

16

19

について
種類および数量 荏原平塚総
合区民会館業務用製品一式

10

19

20

２番 号
改正後 南大井三丁目
７番 号

古紙配合率 70％の紙を使用しています。

国民健康保険事業会計

375億2,538万2,793円

357億2,638万 971円

17億9,900万1,822円

後期高齢者医療特別会計

62億9,805万9,148円

62億7,700万2,651円

2,105万6,497円

介護保険特別会計

186億7,294万9,892円

186億1,207万3,513円

6,087万6,379円

教育費
21,509,129,591円
（16.6％）

総務費
18,954,541,367 円（14.6％）

10

18

31

23

430

25

893

30 25

210

38億4,479万2,911円

1,335億7,749万4,060円 1,297億3,270万1,149円

一般会計

土木費
15,777,677,485 円（12.2％）

10

国庫支出金
20,533,797,005 円（15.4％）

24

334

21

分担金及び負担金
その他
繰入金
2,405,497,000円（1.8％） 2,351,993,458（1.8％）（地方特例交付金など）
2,804,504,288 円（2.1％）
諸収入
3,532,860,092 円（2.6％）
繰越金
特別区税
4,074,442,856 円（3.1％）
40,095,871,317円
（30.0％）
合計
使用料及び手数料
133,577,494,060円
4,242,896,164円（3.2％）

歳 入

会 計

民生費
55,810,247,909円
（43.0％）
合計
129,732,701,149円

衛生費
10,645,832,420円（8.2％）

16

一般会計歳入歳出決算内訳

平成 23 年度 決算の概要

議会費
933,944,390 円（0.7％）

公債費
4,182,216,473 円（3.2％）

産業経済費
1,919,111,514円（1.5％）

歳 出

40
31
40

23

24

25

10

特別区交付金
35,626,124,000 円
（26.7％）

特別区債
4,726,100,000円（3.5％）
地方消費税交付金
5,795,793,000 円（4.3％）
都支出金
7,387,614,880 円（5.5％）

暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律が改正
されたことに伴い︑規定を整
備する︒
施行期日 暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法
律の一部を改正する法律の施
行の日︵附則第１条ただし書
に規定する日を除く︒
︶また
はこの条例の公布の日のいず
れか遅い日

17
10

74

10

25

24

30

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

平成

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
芳
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

600

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

40

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

70

議員（自民）
昌宏
伊藤

24

10

24

11 24

品川区の「いじめ」根絶
について
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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

平成 24 年（2012 年）11 月 20 日
発行
No.234
3

23

特別部会での見直しを受けて
法改正が検討される予定で︑

現時点では内容等は明らかに
されていない︒❷保護申請の
拒否はしていない︒❸困窮の
状態や急迫性︑他に活用でき

①教育委員会は︑いじめを
繰り返す児童・生徒を出席停

鈴木

ひろ子 議員
︵共産︶

健康福祉事業部長 ❶申込

に老人保健施設の建設を︒

者は 名で要介護１が 名︑
要介護２が 名︑要介護３が

107

82

名︑要介護４が 名︑要介
護５が 名だ︒❷申込者は

160

健康福祉事業部長 ❶個々

の利用者により様々な状況と
なっており︑統計処理は行っ

ていない︒❷在宅介護支援セ
ンターを中心とする相談など
で把握しているところだ︒
❸その人らしく暮らすために

は︑重要なサービスと考えて
いる︒❹❺国への働きかけや

区独自の補充は考えていない︒

雇用破壊がすすむ中︑若者の
命と健康を守る健診制度の創

設を

①健康診断の機会のない若
者に対する実態調査と︑区と
しての健診制度を創設するよ
う求めるが所見は︒
健康福祉事業部長 ❶若者

平成 年第２回定例会で採択し︑区長に報告を求めた
陳情について︑次のとおり報告があったので︑お知らせ
いたします︒

採択し︑
報告を求めた陳情について

戻せ

介護ヘルパーは高齢者の生活
と心の支え︒時間削減を元に

難所の活用を含めて受け入れ
を行う計画だ︒⓫改修を進め
ており︑簡易トイレ等の組み
合わせにより対応を図る︒

健康福祉事業部長 ❶必要
な施設の確保に努める︒❷サ
ービスの質は十分に確保され
ており︑国への働きかけは考
えていない︒❸区の総合実施
計画で設置は計画事業として
おり︑体験型は利用状況によ

の施設の増設を︒②事業報酬
を日割りから月割りの制度に
戻すよう国に強く働きかけて
は︒③グループホームの増設
と体験型施設の建設を︒

の健診に関する実態調査の考
えは無いが︑若年層の健診の
あり方については研究する︒

14

や社会福祉法人︑ボランティ
アなどの﹁民の力﹂との協働
により︑就労支援事業を展開
していくことが必要だ︒今後
示される国の方針を参考に︑
効果的な支援に取り組む︒
止にできる制度を運用するこ
とを明らかにしたが︑どうし
てこの時期に積極的に運用す
ることにしたのか︒なぜもっ

624

89

名で９月 日現在で 名が入
所した︒❸内容は検討中だ︒

186

⓬都の物資を区内の防災備蓄
①生活援助が減らされた人
倉庫で保管しているなどだ︒
数と時間︑削減となった介護
⓭必要に応じ充実する予定だ︒ 給付費の総額は︒②生活援助
が削られた高齢者の実態は︒
障害のある人が安心して暮ら
③生活援助は高齢者が人間ら
せるよう︑通所施設・グルー
しく生きるためには欠かせな
プホームの増設を
い援助なのでは︒④削減した
時間を元に戻すことなどを国
①生活介護と就労継続Ｂ型
に求めては︒⑤区独自に削ら
れた分を補充できる仕組みを︒

防 災 対 策 は︑ 超 高 層 ビ ル や 巨 大 道 路 で は
な く︑ 住 宅 耐 震 化 や 初 期 消 火 対 策 の 充 実

武道必修化について
①各学校の柔道有段者以外
の指導者にどれほどの研修時

と早く運用しなかったのか︒
こそ
②出席停止期間中は学習支援
①幅 〜 ｍ の道路は防災
が必要とされているが︑出席
停止処分とした児童・生徒を︑ に効果があるのか︒②道路で
の車両火災も想定すべきでは︒
この期間どのような施設で授
③一般耐震診断の無料化と耐
業等の対応をするつもりなの
震補強工事助成の引き上げを︒
か︒③改善が見られない場合
④消防職員体制の強化等を都
は更生施設での教育等の考え
に求めては︒⑤使用可能なス
はないのか︒④話し合い等で
タンドパイプの割合は︒⑥上
児童・生徒同士のコミュニケ
水道継ぎ手耐震化を進めるこ
ーションがとれる市民科や法
とを都に求めては︒⑦街頭消
教育等︑心が純粋なうちに一
火器を増やしては︒⑧町会単
度でも多くの授業が行われる
位で初期消火等に当たる仕組
ことを期待する︒出席停止以
みを啓発しては︒⑨町会ごと
外の区独自の解決策は︒
に防火貯水槽等の場所がわか
教育次長 ❶他の自治体に
るマップを作成しては︒⑩地
おける痛ましい事件を重く受
域ごとの避難者を想定し︑避
けとめた︒出席停止制度はい
じめ解決の最終手段ではなく︑ 難所を確保しては︒⑪巨大地
震でも学校の全てのトイレが
解決に向けたプロセスの一つ
使えるよう都に求めては︒
だ︒❷学習状況や家庭状況を
⑫都の備蓄はどうやって届け
考慮しながら個別の指導計画
られるのか︒⑬食糧備蓄を増
を立て︑家庭や教育委員会で
やし︑備品を追加しては︒
学習を支援し︑立ち直りに向
区長 ❶延焼遮断などの効
けた指導もしていく︒❸出席
果が期待でき︑沿道に耐火建

築物を建てることで効果が更

り空き部屋が発生するため︑
居住型が有効と考えている︒

停止制度とは全く異なり︑家

に向上する︒❷車両火災は想
定していない︒❸更なる増額

庭裁判所等の判断により行う
措置だ︒❹教員がいじめの兆
候を見抜く目と信頼関係を形

は考えていない︒❹区内の消
防力を充実・強化するよう引
き続き働きかける︒❺約半数

区で有効な設置場所の選定を
進めている︒❽町会・自治会
を母体とする防災区民組織が

①８月締め切りの特養ホー
ム申込者等は︒②今年２月ま
でに老健施設から特養ホーム
へ申し込んだ数と入所できた
人数は︒③特養ホームととも

国有地・旧みやこ荘跡地に︑
特養ホームと老健施設の建設
を

成するためのコミュニケーシ
ョン能力を持っていなければ
いじめに対処できない︒それ
や礼法を重点に学ばせ︑ふざ

いじめ問題について

だ︒❻取り替えが迅速に進む
よう働きかける︒❼旗の台地

まさにその仕組みだ︒❾消防
署と協議を進める︒❿補完避

間をかけているのか︒②小中
一貫校以外の学校の設備に問
題はないのか︒③事故発生時
の応急処置や連絡体制に不備
はないのか︒④教育委員会は︑
安全対策としてどこに重点を
置いて教員を指導しているの
か︒⑤武道とは遊びの道具や
①来年度の法改正で各自治
人を傷つけるためのものでは
体の調査権限が拡大された場
なく︑武道とは何であるのか
合︑どのような権限を行使で
をしっかり教え込むことが大
きるのか︒②窓口での申請拒
事なことではないか︒⑥武道
否の半数は︑受給資格がある
可能性が高いと言われている︒ 必修化を通して︑いじめ問題
にどのような影響や変化があ
区では門前払いは行われてい
ると考えるのか︒
ないのか︒③何を基準に審査
教育次長 ❶２時間の研修
しているのか︒④就業支援と
を年５回実施している︒❷十
雇用促進施策を一体的に実施
分配慮している︒❸対応マニ
することで働く意欲を持たせ
ュアル等を示し周知している︒
ることができるが︑他の何か
❹児童等の体力差や指導者の
を組み合わせれば︑今以上に
効果が出る可能性が考えられ
実態を考慮し︑経験のある指
導者が確保できなければ柔道
るのでは︒まだ働けると行政
を選択しない等を安全対策の
側が判断した人に︑区の委託
基本方針としている︒指導に
事業の地域美化清掃等をやっ
ていただくことは無理なのか︒ あたり基本方針の徹底と受け
身の指導法の理解のために研
区長 ❶社会保障審議会の
修を実施している︒❺心構え

生活保護について

る資力がないこと等を審査し

け半分に人に技をかけてはな
を補うためにアンケート等を
らないことを伝えている︒
活用し︑早期発見・早期対応
❻相手を尊重する独自の作法
に努めることが肝要だ︒市民
など武道の精神を教えること
科の授業では︑安心・安全に
は︑心を育てる一つの手段だ︒ 学校生活を送ることができる
ことを目的とし︑いじめにつ
いて考える機会としている︒

25
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な お ︑実 施 は 平 成

年度新入学からとなります ︒

組 み 合 わ せ の 場 合 も ︑抽 選 に な っ た 際 の 優 先 枠 を 設
けておりませんでした ︒
こ の た び の 要 望 を 受 け︑ 教 育 委 員 会 で は 上 記 の
ケ ー ス の 内 ︑ よ り 深 い 連 携 教 育 を 行 っ て い る３ 組 の
小 中 学 校 に つ い て ︑抽 選 に な っ た 場 合 の 優 先 枠 を 設
け る こ と を 決 定 い た し ま し た ︒そ の な か に 京 陽 小 学
校と戸越台中学校も含まれます ︒

本 件 は ︑小 中 一 貫 の 施 設 分 離 型 連 携 校 で あ る 京 陽
小学校の児童は戸越台中学校に優先的に入学できる
ことを求めているものです ︒
こ れ ま で ︑学 区 域 が 大 き く 異 な る 連 携 小 中 学 校 の

戸越台中学校優先入学に関する陳情
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一般質問

ている︒❹既存の公的機関に
よる支援だけでなく︑ＮＰＯ

142
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議員（民・改）
健悟
木村
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大沢

るところは︒③更なるいじめ
の撲滅の徹底はわかるが︑あ
えてこの手引書がめざすもの
は何なのか︑所見を︒
教育長 ❶いじめ等の問題

多くいるため︑２学期の開始
に合わせ︑不安や不信を払拭
したいと考えた︒今までの取
り組みを手引書としてまとめ︑

真一 議員
︵自民︶

庭には親子サロン等により︑
交流や仲間づくりの支援に努
研修会で全教職員に周知徹底
した︒❷制度を伝えることで︑
ルールを守ることの意味等に

については︑保護者の中に大
きな不安等を抱いている方も

①子どもの世界を︑伸び伸
びと自分らしく生きていく環
めている︒子どもには︑友達
づくりや仲間意識の大切さを
認識できるよう︑様々な事業

区長 ❶㋐特定地域のみの
情報を放送する場合には︑冒

頭で対象地域を伝え︑情報の
種類や内容︑留意点などをわ
かりやすくまとめて周知して
いく︒㋑設置目的により︑限

定された項目を放送する防災
行政無線と連動していること
から︑啓発や防災に関する情

報などの放送は困難だ︒㋒有

産後の育児支援ヘルパー派遣

を実施するなど産後ケアの充
実に努めている︒母子のショ
ートステイやデイケア事業は
今後研究する︒

子どもの歯科矯正について

①咬合異常等の治療は高額
な費用になるため︑治療した

孤立死対策について

①区では緊急通報システム
や孤立死防止ネットワーク事

業などの対策を講じているが︑
単身世帯だけではなく︑２人
以上の世帯に対する孤立死防
止対策を早急に検討し︑対応

しては︒②近所の方がおかし
いと思ったときにいつでも気
軽に通報できる︑
︵仮称︶孤
立死防止 番を設置しては︒

健康福祉事業部長 ❶介護

110

平成２４年１０月１９日

効な活用を図っていく︒❷ビ
くても断念せざるを得ないの
ル所有者の意向やビルの耐震
が現状だ︒治療費への保険適
性の確認等を行う必要があり︑ 用または公費負担などを国へ
多くの地区で確保するには︑
働きかけては︒②保険適用に
まだ時間が必要だ︒高台への
避難を基本的な考え方とし︑
津波自主避難マップの取り組
みを進めるとともに︑津波避

品川区議会議長

鈴

木

真

澄

者も含めた世帯として捉える
ことが重要だ︒ケースワーカ
ーや地域の関係者との情報の
共有化と連携を更に強化する︒
❷気になる情報は区に連絡を
いただければ必要な対応をす
る︒休日の体制等の課題もあ
るので︑孤立死防止 番につ
いては研究課題とする︒

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

なるまでの間は︑区独自で治
療費の一部助成を検討しては︒
健康福祉事業部長 ❶❷歯
科矯正への保険対象となる疾
患の範囲については徐々に拡
大されている状況にある︒保
険適用の判断は国において行
うべきことなので︑国の検討
の推移を注視していく︒

記

無縁社会について

境をつくり︑頼り頼られ合う
ことのできるものにするため
に︑区は具体的な地図をどの
を展開している︒❸家族や町
会・自治会等によるつながり
などが挙げられる︒最近では
ボランティアや趣味のサーク
ル等の活動を通じたつながり
が生まれている︒❹まちのあ
り様や時代状況の変化に合わ
せた制度等の構築により︑絆
社会の具現に取り組む︒❺高
度な情報媒体を通した人と人
との接触には︑あらかじめ危
険性を認識しておく必要があ
る︒❻携帯電話しながわアク
ションを定め︑具体的な指導
等をしている︒❼情報管理体
制に万全を期している︒❽区
ならではの取り組みを更に発
展させ︑高齢者が地域で孤立

への費用助成をするなど︑マ
ンションの防災力の向上に向

歪んでも開閉できる耐震ドア

について考えさせ︑７年生に
は領土・領空等日本の範囲に
ついて教える︒更に９年生に
は歴史的事実に照らして︑北
方領土等が古来より日本固有
の領土であることを指導して
いる︒㋑国や都等の動向を注

問等でうつ状態などの早期発
見に努め︑体の面からは︑日
常生活に支障がある方に産前

24
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１ 小規模住宅用地に対する都市計画税を２分の１とする軽減措置を平成２５年度以
降も継続すること
２ 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を２割減額する減免措置を
平成２５年度以降も継続すること
３ 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を６５％
に引き下げる減額措置を平成２５年度以降も継続すること

防災対策について

難ビルの指定を鋭意進めてい
いじめにブレーキがかかるこ
① 月から実施される防災
く︒❸ドアの交換は個人の財
とを期待したものだ︒
ラジオについて㋐防災無線か
産に関わる事項だ︒大規模修
ら発信された情報が全戸一斉
繕の機会などに管理組合でマ
北方領土問題啓発パネル展
に放送されるため︑警告のサ
ンション全体の防災力向上に
について
イレンやアナウンスなどは︑
ついて検討することが適当だ︒
対象にならない地域の混乱を
高層マンションの防災対策を
①国際社会の中で日本が再
招く恐れがある︒情報発信の
推進するため︑現況を調査・
あり方について区民へ周知徹
び飛躍するためには︑国土や
分析し︑有効な対策について
底する必要があると考えるが
歴史について史実に基づき正
の結果を啓発冊子にまとめ︑
所見は︒㋑平常時︑５時の時
しく享受し得る教育の取り組
住民の自助・共助の意識が高
報の時などに防災に関する情
みが必要と思うが㋐国境離島
まるよう普及を図る︒
報等を放送してみては︒㋒区
について︑区内小中学校では
内全域一斉防災訓練などの機
どのように授業が行われてい
会を捉え︑災害発生時の緊急
るのか︒㋑北方領土問題啓発
産後ケアの充実について
放送の訓練などにも活用して
のパネル展と同様な他の国境
①家庭あんしんセンターな
は︒②首都直下地震等が起き
離島のパネル展や啓発事業は
た場合︑都内の河川にある全
今後予定しているのか︒
どで︑ 時間助産師がケアを
総務部長 ❶㋐社会科では︑ 水門が損傷し開閉できなくな
する母子ショートステイやデ
り︑高台への避難が間に合わ
５年生で 海里経済水域の地
イケアなどの産後ケア事業を
ない恐れがある︒津波避難ビ
図を使い︑日本の漁業や資源
実施しては︒予防的・総合的
ルの確保を早急に進めては︒
な産後ケア事業の充実こそ︑
③ほとんどのマンションでは︑ 今後の子育てにおいて必要で
防災への取り組みは進んでい
あると考えるが所見は︒
ないのが現状だ︒ドアと枠が
品川区保健所長 ❶心の面
からは︑すくすく赤ちゃん訪
10

けた誘導策を検討しては︒

200

視し︑検討していく考えだ︒

区内の小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に続き、世界規模の経済
状況の悪化により非常に深刻な状況にある。
こうした中、東京都が実施している
「小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置」
「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置」及び「商業地等にお
ける固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を６５％に引き下げる減額措置」
は、厳しい経営環境にある小規模事業者にとっても、事業の継続や経営の健全化への大
きな支えとなっている。
東京都がこれらの軽減措置を廃止すれば、小規模事業者の経済的・心理的負担は極め
て大きく、景気に与える影響が強く危惧される。
よって、品川区議会は東京都に対し、下記の事項について強く要望するものである。

ついて自ら考え︑学ぶきっか
けとするものだ︒❸子どもた
ちが集団の中から自発的に自
制するという抑止力が発生し︑

ように描くのか︒②無縁社会
と子どもの生育環境について
㋐どう分析しているのか︒
㋑対策は︒③有縁社会とは︑
原始的自然なものと人間関係
やそれに伴う地域社会が深く
結びついた社会生活が基本と
したものであると考えるが︑
所見は︒④区における絆社会
をどのように考えているのか︒
⑤直接に対面しなくても形づ
くられるネット社会から生ま
れたネット縁を︑どのように
受けとめ考えているのか︒
⑥ネット縁から子どもを守る
対策は︒⑦区は情報発信の手
段としてツイッター等を活用
しているが︑情報管理対策は
しないよう努める︒
いじめ防止に関する手引書
について

十分か︒⑧４人に１人が高齢
者という高齢化社会を迎える
が︑高齢者を無縁社会から守
るための区の取り組みは︒
区長 ❶人同士の直接的な
触れ合いが人間社会の基礎で
あり︑この点を大切にしなが
ら青少年健全育成に取り組ん
でいる︒❷㋐核家族化等の進
行から家庭や地域の子育て力
が低下し︑育児の孤立化など
を招いている︒㋑乳幼児の保
護者に対し︑保育園等では見

①都内では︑２０１０年ま
での５年間で出席停止制度を
適用した例はないとのことで
あるが︑なぜ今回手引書を作
成し︑取り組みを本格化させ
たのか︒②教育委員会は出席
停止制度の抑止効果を期待し
ているそうだが︑抑止力とい
う表現について︑その意とす

固定資産税・都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書

議員（公明）
孝子
金野

一般質問

守りと関わり︑在宅子育て家

太 郎 様
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原
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どを使用した火力発電の増設
を行い︑さらに地熱︑風力︑
ソーラー発電などを使った新

○＊7

須貝

○

行宏 議員
︵み・無︶

○

エネルギーシステムの構築を
早急に推進すべきだ︒②原発
を大変危険なものだと思うが︑

悩み等を知る一歩踏み込んだ
園の一時保育で対応している︒ 組みを考えるべきだが︑課題
人権研修を昨年実施した︒児
❷㋐ニーズを把握し︑親子サ
になるホールの稼働率や利用
童等への指導資料のあり方等
ロンや子育て広場事業等の対
も含め今後の課題としていく︒ 応を検討していく︒㋑幼児人
口のピークを越えた後のニー
ズの動向も把握し︑多世代交
公契約のあり方について
流など多角的に検討する︒

形態をどう考えているのか︒
②コンベンション運営に民間
の力を借りては︒③施設運営
の仕組みについては︑区のど
の部署が主導的な役割を果た
し︑どのようなスケジュール
で具現化をしていくのか︒

保育の実施等に関する条例

区として危機管理室︑医療︑
土木︑環境︑子育て︑教育の
観点からどう思うか︒③放射

可決

これでいいのか︑止まっている国会︒
区への影響は！

×

題点がある︒福島原発を廃炉

都市環境事業部長 ❶高い
稼働率が確保できるよう︑多

○

品川区保健所長 ❸現在の
①公共事業の品質や契約に
助成を継続する︒子宮頸がん
携わる労働者の適正な労働環
ワクチン等は近い将来︑定期
境を確保するため︑公契約条
化の動きがあるので国の方針
例を制定する自治体が増加し
ている︒検討組織を立ち上げ︑ に沿って対応する︒❹副作用
や医療経済的な評価も固まっ

○＊7

ておらず国の検討会の結果を
見守る︒❺定期接種は全額補
助︑任意接種は半額程度の一
部助成を原則としている︒

○

大崎駅周辺再開発について

○

具体的に研究しては︒
区長 ❶賃金等の勤労条件
に関する基準は法律で定める
こととなっていることなどか
ら︑直ちに公契約条例を制定
する考えはないが︑他自治体
の状況を調査研究していく︒

平成 23 年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算

①北品川五丁目地区のもの

○

目的な利用を中心に検討を進
めている︒❷産業支援や施設
経営に豊富な実績を持つ多様
な企業で構成される品川ビジ
ネスクラブ等と連携を図り︑
検討を進めている︒❸産業支
援の仕組みづくりにはものづ
くり・経営支援課が︑施設の
建設や管理等については都市
開発課が中心となる︒竣工は
平成 年なので︑運営の詳細
は 年には確定させていく︒

○

子育て支援策の充実について

づくり産業支援施設の設置計
①保育ママ施設に㋐認可園
画は︑採算を念頭に置いた仕
の栄養士等が巡回しては︒
㋑代替人員を複数施設で融通
議決結果
するなどの仕組みを作っては︒
共 産 ⑸
②在宅子育て家庭の居場所づ
くりの施策を展開する児童セ
民・改 ⑺
ンターを㋐乳幼児数増加が見
込まれる再開発エリア等に増
み・無 ⑻
設しては︒㋑再編する中で︑
ニーズ等を地域ごとに把握し︑
公 明 ⑻
運営の充実を図る計画は︒
自 民 ⑾

③半額助成の子宮頸がんワク
チンの接種率は 区中極めて
低い︒全額助成︑あるいは公

費助成額の増額を図っては︒
④ロタウイルスワクチンへの
公費助成を︒⑤今後の小児用
ワクチン接種への姿勢を伺う︒
子ども未来事業部長

○

能の影響は︑数年先から二︑
三十年先に人体に影響が出る

①男女共同参画センターの
機能強化のために㋐自前の講
習室を持つことで発信力を高
めては︒㋑参加者同士のネッ
トワーク化等を進め︑連続講
座などで男女共同参画を推進
する人材を計画的に育成して
は︒㋒配偶者暴力相談支援セ
ンターとしての機能を果たし
ては︒②性的少数者に関わる
取り組みとして㋐相談窓口を
明示しては︒㋑人権週間の中
での啓発活動や学校での養護
教諭などへの研修など︑今後
様々な分野で配慮を進めては︒
総務部長 ❶㋐会議室を活
用したカフェ形式の講座実施
や閲覧室を講習室に改修する
こと等を検討している︒㋑利
用者懇談会や研修会等の活動
の中で地域の人材育成にもつ
なげていく︒㋒関係各課と準
備を進めていく︒❷㋐心と生

○＊7

議員（民・改）

き方の悩み相談で対応してい
❶㋐保育課の指導担当職員が
るが︑今後はＰＲを工夫する︒ 定期的に巡回し︑連携した区
㋑区の施策に性的少数者の視
立保育園がバックアップ体制

○

にするために 年もかかる︒

間線量については環境課︑給
食食材の検査については学務
課など︑相談内容に応じたき
め細かな対応が必要だ︒専門
員がすべての相談に対応する
ことは困難であるため︑従来
どおり︑それぞれの部署での

を取っている︒㋑事業所型は
経費助成︑在宅型は区立保育

平成 23 年度一般会計歳入歳出決算

○＊7

27

○

26

平成 24 年度一般会計補正予算

男女共同参画の推進
について

点を盛り込むことが必要と考
え︑性的少数者の抱えている

意見の分かれた議案（平成24年第 3 回定例会）

①国会議員は国民から国の
かじ取りを任されているはず
飛び散った放射性物質により︑ と言われている︒区は放射線
だ︒今の日本には多くの問題
に対して区民の相談に応じら
地震や津波や火災から生じた
が山積しているのに︑この時
れる専門員を置いては︒
がれき処理に 年以上もかか
期に政局で動き︑衆院の解散
都市環境事業部長 ❶原発
る︒地域によっては長期にわ
総選挙を唱えている場合では
は︑化石燃料を使用しないエ
たり農作物︑畜産物︑魚介類
ない︒一致団結してこの難局
ネルギーである一方︑ひとた
の出荷停止で事業ができなく
を乗り切ることが先決だ︒国
び事故を起こすと甚大な被害
なる︒出荷可能になっても︑
の財源不足の中︑特例公債法
消費者の安心感を得るために︑ につながるということを踏ま
案が廃案になった︒区は平成
え︑現在︑国では新しいエネ
生産者や販売業者や消費者も
年度の予算と事業計画を立
ルギー政策に向けた調整を行
放射線検査が必要になる︒観
て︑様々な事業を遂行してい
っているところだ︒原発の是
光産業の落ち込みや地域から
るが︑国が止まっていても区
非や危険性についても︑国が
の人口や企業の流出で︑地域
民生活や事業の執行に問題や
自らの責任で結論を出すべき
経済や市町村の存続などにも
影響はないのか︒
ものであり︑区として意見を
大きな影響を与える︒除染区
区長 ❶現時点においては
述べる考えはない︒❷区とし
域が広すぎたり︑汚染された
特例公債法案成立の遅れによ
ては︑区民に最も身近な自治
土壌等の保管場所が決まらず
る地方自治体への影響は︑道
体として︑避難者支援︑放射
抜本的な改善が進まないなど
府県に対する地方交付税の支
能に関する講演会の開催︑道
払い延期等にとどまっている︒ だ︒更に放射性廃棄物は安全
路や公園での放射線の測定な
なものに処理できず︑いまだ
区の財政面で具体的な影響は
ど︑区民の不安や相談に応え
に保管するしか方法がないと
生じていないが︑今後の国政
るため︑それぞれの部署でで
いうことは︑原発は存続させ
の動向にも注意を払う必要が
きる取り組みを行ってきてお
てはいけない危険物だという
あるものと考える︒
り︑今後も環境の変化を注視
ことだ︒もし日本全土に巨大
し︑必要な対応を行うことが
地震が発生し︑多くの原発が
子孫のために脱原発を︒放射
壊滅的な打撃を受けた場合は︑ 大切と考えている︒❸放射線
能の影響について！
に関する相談や問い合わせは
この狭い日本のどこにも避難
多岐にわたるため︑例えば空
する場所さえなくなる可能性
もある︒今︑日本のとるべき
道は︑脱原発を早急に実施す
ることだ︒医療行為や交通機
関︑産業の生産活動に対して
は支障がない万全な電力供給
の対応は不可欠だが︑国民や
企業に節電の協力をお願いし

対応が最善と考える︒

①福島第一原子力発電所の

事故による放射線の影響は︑
高レベルの放射線を被曝して
急性障害になる場合と︑将来
的に影響が出てくる場合があ
る︒特に影響を受けやすいの
は成長途中であり細胞分裂が
活発な胎児と子どもたちだ︒

続けるとともに︑天然ガスな

23

30

15

祐美子
阿部

一般質問

人体への影響のほかにも︑問

名

件
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議員（共産）
雅子

保育の公的責任を投げ捨てる
﹁子ども・子育て新システム﹂
父母の願いは認可保育園増設
と保育料負担軽減

時のプロセスの一つで︑子ど
もたちの集団の中から自発的
に自制するという抑止力が発
生し︑いじめにブレーキがか

都市環境事業部長 ❶街並
み誘導指針は︑アンケートや
町会等への説明での意見を参
考に策定した︑まちづくりビ
ジョンに基づいたものだ︒地
域の皆様の賛同をいただいて
いると受けとめている︒❷説

うに責任を負うのか︒⑤超高
層へと誘導する構想は︑デベ
ロッパーが取得する保留床を
最大に増やすための計画では︒
構想は撤回をし︑住民参加を
保障し︑武蔵小山の良さを生
かしたまちづくりへの転換を
求めるが見解は︒⑥デベロッ
パーの予定企業は︒

ついて︑再開発組合はどのよ

商店街を疲弊させるだけでは︒
現在営業している飲食店の継
続をどう位置付けているのか︒
④パルム駅前地区内の店舗は
いくつあるのか︒営業補償に

❸撤回を求める考えはない︒
ないのに︑区の街並み誘導指
国に区長会として保育施設へ
針で超高層を誘導するのか︒
の財政支援を要望している︒
②ビル風による高齢者の転倒
❹保育料は︑運営経費に限っ
が具体的に指摘されている︒
ても全体の ・８％だ︒今回︑ なぜ風速等を調査・公表し︑
対策を示さないのか︒③ビル
テナントに大手資本が出店し︑
比較的所得の高い層に一定の
負担増をお願いするものだ︒

学校選択制など競争教育から
の転換を

人間を大切にする教育の実現
こそ﹁いじめ﹂克服の道

14

①なぜ出席停止がいじめへ
の抑止力になるのか︒懲罰は
やめるべきだ︒②スクールカ
ウンセラーを各校に正規配置
しては︒③少人数学級の実現
や︑競争ではなく共に学ぶ喜
①区長は消費税増税実施の
中止を政府に求めるべきでは︒ びを実感できる教育への転換
を求めるが︑所見は︒④教員
区長 ❶国政の場で決定が
の過酷な勤務状況の改善を︒
なされた法律について論評す
ることは控えるべきと考える︒ ⑤地域のつながりを壊す学校
選択制はやめるべきでは︒
教育次長 ❶解決が困難な

飯沼
①武蔵小山にふさわしくな

することになる︒

明会で調査結果等を説明し︑
かることを期待したものだ︒
①児童福祉法 条１項の解
区も必要な指導を行っている︒
❷週１〜３日︑スクールカウ
釈を用い公的責任を果たすべ
❸開発計画によれば︑近隣商
ンセラーを配置している︒
きだ︒認可保育園こそ自治体
店街との連続性を考慮し︑調
❸場面に応じ少人数指導を行
の責任と考え︑増設を︒②保
和を図るとされている︒区も︑
う等︑個に応じた丁寧な対応
育所や認可外施設の基準を引
商店街が共に活性化するよう
をしている︒❹固有教員等の
き上げ︑支援を︒③政府に新
活用で態勢を充実させている︒ 指導等していく︒❹再開発予
システム導入の撤回や︑認可
定地区内の店舗数は約 棟だ︒
❺選択制導入で︑学校は積極
保育園増設のために建設費の
的に地域等に情報公開し緊密
都市開発法や今後定める補償
補助増額等を求めては︒④子
になったと評価を受けている︒ 基準等に基づき︑補償内容等
育て支援に受益者負担はなじ
を協議していく︒❺にぎわい
まない︒保育料の引き下げを︒
子ども未来事業部長 ❶市
ある商店街や防災性向上等の
品川区が誘導する武蔵小山駅
町村は保育の実施を担い︑必
課題解決のため︑街並み誘導
前 ｍ４棟マンション構想は
撤回を
指針等をまとめてきた︒撤回
する考えはない︒❻組合設立
時に参加組合員を募集し決定
24

要な保育の確保が義務付けら
れている︒待機児童対策には
多様な施策で対応する︒❷新

140

く︑商店主も住民も望んでい

100

決算特別委員会の７ 日目に︑各会派
を代表して 人の委員が︑各会計歳入
歳出決算の全般にわたり総括質疑を行
いました︒以下概要をお知らせします︒

秀男 委員 ︵自民︶

健信 委員 ︵自民︶

委員 ︵公明︶

浩之 委員 ︵公明︶

委員 ︵み・無︶

委員 ︵民・改︶

１子どもの居場所づくり︵児童セ
ンターあり方検討会の設置理由︑
すまいるスクールの課題と移管
後の連携等︶について
２権利擁護救済と苦情処理の仕組
み︵福祉サービスの苦情処理の
現状や考え方等︶について

井上 八重子 委員 ︵民・改︶

１いじめ問題︵いじめの予防策と
発生後の対処策︑専用相談窓口
の設置︑スクールカウンセラー
の配置等︶について
２品川区の自殺対策︵ゲートキー
パー研修を活用した自殺防止策
等︶について

大倉 考裕

１青少年の健全育成︵区内団体等
との連携︑すまいるスクールの
移管の経緯等︶について
２区民と区との協働事業︵協働の
考え方︑協働事業提案制度の方
向性︑行政課題型協働事業と業
務委託等との違い等︶について

西本 貴子

レルゲンの現況等︶について

10

鈴木

恵子 委員 ︵共産︶
１木密地域不燃化 年プロジェク 南
ト︵進捗状況︑
今後の方向性等︶ １いじめ︵いじめ調査対策委員会
の委員構成と調査内容︑区立小
について
２空き家・ごみ屋敷対策︵実態把
中学校のいじめ等の状況︑いじ
握︑条例化の検討等︶について
め撲滅のための教育委員会の取
３耐震改修促進計画︵改訂の理由︑ り組み︑いじめの防止対策︑教
耐震化助成︑緊急啓開道路の役
職員の残業時間や年休等の取得
割等︶について
状況等︶について

浅野

１いじめ問題︵信頼関係醸成のた
めの取り組み︑児童生徒への心
理的ケア等︶について
２認 知 症 高 齢 者 対 策︵ 認 知 症 サ
ポ ー タ ー の 活 用︑ コ ー ル セ ン
ターの設置検討︑尊厳を守る考
え方等︶について

阿久津 広王

１いじめ︵いじめ調査対策委員会
の概要と調査報告の時期︑出席
停止制度の適用︑信頼回復に向
けた決意等︶について
２民間活力の活用︵図書館や保育
園の運営︑福祉人材の確保︑が
ん検診の受診啓発等︶について

本多

１都区制度の現状と課題について
２長期基本計画の見直しについて
３跡地活用︵公共施設有効活用プ
ラン︑品川児童学園の有効活用
等︶について
４決算の考え方について
５受益者負担︵減免制度の現状と
課題︑評価等︶について

石田

決算
特別委員会
総括質疑

１木密地域不燃化 年プロジェク
ト︵まちづくりマスタープラン
の防災まちづくり整備方針︑特
定整備路線の概要と整備スケ
ジ ュ ー ル︑ 延 焼 遮 断 帯 の 根 拠︑
車両火災の検証︑住宅・建築物
の耐震化等︶について

博 委員 ︵み・無︶ 鈴木 ひろ子 委員 ︵共産︶

１風疹の流行とＭＲワクチン︵区
内の流行防止状況等︶について
２今季のインフルエンザ対策︵区
の流行防止対策︑保育園等の出
席停止の取り扱い等︶について
３保育園における食物アレルギー
の対応︵食物アレルギー児やア

10

消費税増税の実施は中止を
増税するなら富裕層、
大企業に

たな支援は考えていない︒

10

一般質問

品川区議会ホームページをご覧ください

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/kugikai/index.html

品川区議会本会議録や常任・特別委員

会の記録、議員のプロフィールなどを掲

載していますので、ぜひご覧ください。

また、ケーブルテレビ品川で放送した

本会議の一般質問などの番組がインター

ネット上でご覧いただけます。なお平成 24 年第３回定例会より再質

問と再答弁も含めて放送しています。

決算特別委員会

決算に対する各会派の意見表明（各会派からの原稿どおり
掲載しています。
（
平成 23 年度

品川区議会自民党

品川区議会公明党
みんな・無所属品川

民主・改革ネット

品川区議会自民党は︑平成 年度
品川区一般会計および各特別会計の

品川区議会公明党は︑平成 年度

の品川区一般会計︑国民健康保険事

みんな・無所属品川は平成 年度

川区一般会計および国民健康保険事

民主・改革ネットは平成 年度品

介護保険特別会計それぞれの歳入歳

品川区一般会計︑同国民健康保険事

特別会計の各歳入・歳出決算を認定

業会計︑後期高齢者医療特別会計︑

平成 年度は︑濱野区政２期目の

保育園の運営者と保育料︑教育改革

品川区を取り巻く様々な諸課題︒

れ︑健全財政が維持されております︒

各種財政指標も︑良好な数値が示さ

度収支は約２千 万余の黒字であり︑

実質収支額は約 億８千万余︑単年

る厳しい財政運営の中︑一般会計は︑

税︑特別区財政調整交付金が減少す

特に歳入の５割を占める︑特別区民

治などの要因からくる︑歳入の減少︒

社会情勢︑何も決められない国の政

出口の見えない不況︑混沌とした

されてきたことが︑本決算において

等の重要施策についても着実に推進

策︑高齢者対策の緊急プロジェクト

緊急経済対策︑総合的な待機児童対

の一層の強化が図られました︒また︑

事態に迅速に対処する為の防災対策

平成 年度︑東日本大震災に伴う

喫緊の課題である︑いじめ問題への

会派から提案・要望した中で︑特に

り評価します︒決算審査において︑

ど︑引き続き健全財政を維持してお

常収支比率は ・４％と適正を保つな

億︑単年度収支も黒字となり︑経

う な 中︑ 一 般 会 計 の 実 質 収 支 は 約

実施したことを評価します︒そのよ

ーなど︑区民生活を守る取り組みを

貸し出し︑高齢者の熱中症シェルタ

ルメットの配布︑放射線量測定器の

斉メール配信︑中学生等への防災ヘ

提案した津波・高潮調査︑緊急時一

め︑補正予算を組んで︑公明会派が

直下地震への不安などに対応するた

故による節電や街路灯の消灯︑首都

を受けて︑被災地への支援︑原発事

成されました︒また︑東日本大震災

継続と長期基本計画の実現に向け編

まいと安心対策の３つの緊急課題の

総合的な待機児童対策︑高齢期の住

民サービスの拡充に努めて頂きたい︒

直すなどして︑区民生活の支援や区

に直結していない公共サービスを見

と思いますので︑品川区は区民生活

の財政運営も厳しい状況に直面する

す︒そして景気の減速により品川区

失業者のさらなる増加が懸念されま

区内の中小零細企業の倒産・廃業や

円高により国内産業の空洞化が進み︑

日本大震災やデフレの影響︑異常な

世界経済は減速しました︒今後も東

アジアや日本経済にも影響を与え︑

に連動してユーロ圏のみならず東南

融機関の債務超過問題に発展︑これ

さてユーロ加盟国の財政危機は金

は約 億円の基金を蓄積しています︒

億円を基金に積み上げ︑年度末に

支は約

は高く評価できます︒一般会計の収

危機に瀕している中︑区の堅実経営

を維持し︑国や多くの自治体が財政

平成 年度決算は引続き健全財政

防止対策等︑様々な課題に対するス

ルギー問題︑障がい者支援︑いじめ

解消や在宅子育て支援︑環境・エネ

ん対策やワクチン接種助成︑待機児

を支える施設やサービスの充実︑が

れますが︑更なる防災対策︑高齢者

済状況の中︑今後も税収減が危惧さ

説明を求めます︒今日の不透明な経

据え様々な視点による検討と丁寧な

負担にとどまらず︑政策の本質を見

料金改定の際には︑表面的な受益者

事業の見直しがなされました︒利用

参加による行政評価を実施し︑事務

な推進が図られました︒また︑区民

者支援対策の３つの緊急対策の着実

緊急経済対策︑待機児童対策︑高齢

応と防災対策の強化を図るとともに︑

平成 年度は東日本大震災への対

円の黒字であり︑本区の堅実な財政

少しましたが︑実質収支額は約 億

打撃の影響もあり歳入歳出ともに減

般会計は東日本大震災による経済的

出決算をすべて認定いたします︒一

プラン における︑学力向上と公教

誠意ある対応と再発防止を求めます︒

また︑首都直下型大地震や原発事

ピーディな施策の実行が求められま

します︒

育の復権に向けての取り組みの充実︑

その他︑木造住宅密集地域の不燃化

故に備え︑区民の生命・財産・健康

す︒更なる効率的な財政運営に取り

初めての予算となり︑緊急経済対策︑

木密地域不燃化 年プロジェクトに

促進や空き家対策等の防災・減災対

を守るために万全な備えを早急に構

組むとともに︑本委員会における我

運営を高く評価します︒

よる特定整備路線︑いじめ防止・撲

策︑認知症・孤立死防止などの高齢

築すると共に︑学校の教員にゆとり

30

反映されますよう要望して意見表明

30

る時間を作ることを要望します︒

700

億 円 の 黒 字︑こ の 他 に 約

滅に向けた取り組みの徹底など︑こ

者福祉の充実︑難病・障がい者対策

が会派の指摘・提案が今後の施策に

も十分に示されております︒

れら課題の解決に向け︑積極的に施

を与え一人一人の子どもと向き合え

23

同介護保険特別会計の歳入歳出決算

業会計︑後期高齢者医療と介護保険

23

歳入歳出決算の全てを認定します︒

23

業会計︑同後期高齢者医療特別会計︑

23

などの意見を来年度予算等に十分反

のすべてを認定いたします︒

23

映するよう要望します︒

33

日本共産党
品川区議団

一般会計︑国民健康保険︑後期高
齢者医療︑介護保険の各決算に反対︒
以下理由を述べます︒

◆防災の名のもとに再開発︑ 号線
など幹線道路計画では区民の命と財
産は守れません︒耐震の診断無料化︑
補強工事助成の増額と︑消防車︑消
火器など初期消火体制強化で避難し

● 億円の基金を活用︒命︑暮し︑
営業を守る区政を求めます︒
●上大崎に特養ホーム増設は歓迎︒

経済的負担を軽減し︑必要とする子
ども全て受け入れる認可保育園増設
こそ急務です︒

解消に全力を尽くすべきです︒
◆保育園保育料値上げは︑子育て支
援に逆行︒子どもは社会の宝です︒

と少人数学級の実現︒子どもと向き
合う教員集団をつくるため︑多忙化

じめ克服のため力を合わせる時です︒
地域と学校を希薄にする学校選択制
の中止︑競争ではなく学びあい教育

なくてもよいまちを求めます︒
◆いじめによる自殺の事実︑原因を
明らかにし学校︑保護者︑地域がい

29

23

策を展開させる事を要望し︑意見表
明といたします︒

694

さらに︑待機者 人中 人しか入れ
ない特養ホーム︑老健施設を増設す
ること︒
●子どもの予防接種無料化︒若者健
診の実施︒
●電気料金値上げ分に応じた商店街
装飾灯補助増額︑町工場への電気代
補助創設︒住宅リフォーム制度の拡
充で地元に仕事を︒
●放射能の測定再開と除染︒食材の
安全確保のための測定を︒

75

78

23

と致します︒

519

400 29

10

30

23

21
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