区政をきく
︵一般質問︶
年第３回定例会では︑区政全般に

養ホーム増設など 区最低の

現在策定中の子ども・子育て

計画の中で施設整備計画を策
福祉の底上げにこそ
定する︒❻ 資料配布や一定
の対応は施設ごとにできるよ
❶ため込んだ税金 億円は
福祉の底上げに使うべきでは︒ うにしている︒ 区民説明会

通じた相談員の対応力向上に
も尽力をいただいている︒❽

内容や緊急度等に応じて解決
に当たっている︒また︑専門
アドバイザーの弁護士には定
期的なケース検討︑勉強会を

区長 ❶昨年 月︑大崎警
察署や区民等と﹁盛り場環境

❶都の迷惑防止条例では︑
都公安委員会が指定する区域
内の公共の場所で︑性風俗店
等に係る勧誘の目的等で相手
を待つ行為が禁止されている
が︑区の指定地域でも風俗営
業関係の客引きが多数出現し
ている︒これらの問題を解決
し取り組みを前進させるため
に︑区や区民︑事業者︑警察
署が一層協力し︑客引き等に
対し継続的に指導を実施する
ことが重要と考える︒客引き
防止活動の裏づけとなる区独
自の根拠法令を策定すること
が肝要と考えるが︑見解を︒

弁護士会との具体的な相談
えつつ引き続き検討を行って
システムを築く必要について︑ いく︒
どのように考えているのか︒
❽既存の法律相談制度や出前
客引き等の防止に関する取組
みについて

講座等について︑新たに弁護
士会を通じ︑専門性の高い弁
護士を更に活用すべきと考え
るが︑所見は︒

地域振興事業部長 ❶消費
者センターにおける 歳以上
の高齢者の相談件数は年々増
加し︑昨年度は相談件数全体
の ・５％を占めている︒❷

❸消費者センターと高齢者福
祉課︑社会福祉協議会成年後
見センター︑地域活動課生活
安全担当︑区内警察署等が連
携し︑被害予防や救済のため
一体的に取り組む土壌が形成
され︑成果を上げている︒❹

❺消費者センターでは︑高齢
者クラブ等へ啓発するととも
に︑外出が難しい高齢者に対

等に努めている︒さらに区内
配達事業者等の安全安心パト
ロール協定推進事業も高齢者
の見守りと消費者被害抑止に

し民生委員や町会・自治会等
へ見守りを依頼し︑注意すべ
き兆候や悪質商法の情報提供

門と高齢者部門に関する見守
りネットワークは︑どのよう
な仕組みか︒❹高齢者への消

も踏まえ︑検討していく︒❼
相談員による相手方との
直接交渉︑警察への通報︑専
門アドバイザーである弁護士

寄与すると考えている︒❻町
会・自治会︑高齢者クラブや
介護事業者等の団体の意見等

費者被害防止啓発事業等の取
り組みと効果は︒❺出前講座
に参加するような︑積極的で
元気な高齢者は比較的被害に
遭いにくいように思うが︑そ
うでない高齢者への対応はど
のようにしているのか︒❻町

聞いているが︑区の現状の取
り組みと成果は︒❸高齢者の
消費者被害の予防と救済のた
めの︑行政における消費者部

とのタイアップなど︑事案の

を︒ パブリックコメントを︒ 会・自治体や高齢者クラブ等
❷小中一貫校における運動会
へ消費者センターや弁護士が
や卒業式のあり方は︒❸プラ
出向き︑被害の実態や救済の
ン を見直し︑教育条件整備
困難性を説明するなど︑これ
等の検討委員会の立ち上げを︒ までの出前講座を一歩前進さ
せた形で実施しては︒❼消費
者センターでは︑具体的な被

弁護士との効果的な連携のあ
り方については︑現状を踏ま
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害の報告があった場合 どの
ような対応をしているのか︒

教育次長 ❶ これまでの
❷特養ホームの 増設計画を︒ を開催した︒❼厚生労働省の
設備基準を遵守していく︒❽
アンケートを活用し準備して
適地を探すべきでは︒
いる︒ 実施する考えはない︒
小規模保育等の区独自加算
健康福祉事業部長 ❶これ
❷卒業式は 年度から全小中
や認証保育所の運営助成も継
までも基金を有効に活用して
一貫校で実施する︒運動会は
続する︒ 認可外施設から小
きた︒❷ 第六期介護保険事
校長が実態に合わせ判断する
規模保育への移行支援を区独
業計画策定の中で総合的に判
ものと考える︒❸考えはない︒
断する︒ 検討を行っていく︒ 自で行っている︒❾関係政令
の公布を視野に検討している︒

21

❿条例等を遵守していく︒
日米戦争体制づくりを許さな
認可保育園大幅増設で来年４
い
月には待機児ゼロに
秘密保護法廃止︑集団的自衛
卒業式中止︑合同運動会など
どの保育園でも安心して預け
権行使容認撤回を国に求めよ
子どもの成長・発達に合わな
られる体制を
い小中一貫教育や学校選択制
❶秘密保護法廃止等を国に
❶ 月現在の入園申請数は︒ など﹁教育改革﹂の見直しを
求めるべきでは︒
❷区長の公約は︑来年４月待
区長 ❶自治体の首長とし
❶来年１月の﹁今後の品川
機児をゼロにすることなのか︒
ての見解は控えるべきと考え
の教育改革﹂と題する提言発
❸基金があるのに区立保育園
る︒撤回を求める考えはない︒
表に当たり 区民アンケート
をつくれない理由は︒❹用地
を確保し︑認可保育園増設を︒
❺新制度で待機児はゼロにな
大沢 真一 議員
るのか︒❻新制度について
在園児保護者へ説明を︒ 各
︵自民︶
保育園で説明会を︒❼保育水
準の維持拡充等を︒❽保育施
設の基準は様々だが 格差を 高齢者の消費者被害の予防と救済のため
なくすため財政支援の強化を︒ のネットワークづくりについて
認可へ引き上げる支援等を︒
❶高齢者を標的にした悪質
商法の被害が後を絶たない︒
現在︑悪質商法対策のため消
費生活相談員による出前講座
などが行われているが︑被害
者や相談件数は増加の一途を
たどっている︒高齢者の消費

70

ついて︑ 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︒

感震ブレーカーの設置助成を︒
❻水道の耐震化等を都に求め
ては︒❼家具転倒防止器具設
置助成の拡大を︒❽耐震建て
かえ助成の復活を︒❾３路線
建設について 区長参加のタ
ウンミーティングを︒ 補償
等について都と交渉している
等と発言があったが︑所見を︒

❾保育料軽減策の継続等を︒
❿すまいるスクールの基準を
明確にし︑遵守すべきでは︒
子ども未来事業部長 ❶１
千 人で︑昨年より 人の増
加だ︒❷待機児童ゼロをめざ
すことは区の目標だ︒❸待機
児童対策に総合的かつ積極的
に取り組むが︑将来の少子化
を視野に入れることは︑行政
に携わる者の責務と考えてい

自治体が組織づくりをしたと

者被害が増加︑深刻化しつつ
ある現状を把握しているのか︒
❷平成 年に日弁連において︑
消費者センターと福祉団体の
連携の必要性︑組織づくりに
関する意見書が提出され︑各

民︑警察署等と連携し︑迷惑
な客引き等の防止の強化に向
けて︑平成 年第１回定例区

された方や住民に不快感や嫌
悪感を与えるだけでなく︑ま
ち全体の環境を悪化させるお
それがある︒区としても︑区

浄化キャンペーン﹂を開催す
るなど︑まちの環境浄化に向
けた意識の醸成に努めてきた︒
迷惑な客引きは︑まちを訪問
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都市環境事業部長 ❶総合
的に進めることで防災力を向
上させる︒❷都に中止を求め
る考えはない︒❸❺予定はな
い︒❹増額の考えはない︒❻

10

る︒❹南品川の国家公務員宿
舎跡地の活用を進めている︒
❺待機児童ゼロを目標とし︑

21

既に進めている︒❼一般世帯
向けに器具取り付け業者のあ
っ旋を行っている︒❽建築物
除却時に助成できるよう制度
変更した︒❾ 開催予定はな
い︒ 都と補償や支援の道筋
をつけているところだ︒

❶道路計画がどうして防災
対策なのか︒❷３路線建設の
中止を︒❸区災害対策基本条

ためこんだ税金 億円は︑特

議会での条例案の提案をめざ
し︑準備を進めていく︒
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一般質問

例の変更を︒❹住宅耐震化促
進のために補助を２倍に︒❺

777

119

11 26

３本の巨大道路は防災に役
立ちません
防災対策は、住宅耐震化な
ど被害を未然に防ぐ予防第
一に
飯沼 雅子 議員（共産）
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