︵一般質問︶

かり保育を実施している︒❺
創業支援資金制度がある︒

を早期に発見するため︑高齢
者見守りネットワーク事業を

活用し︑認知症サポーターを
オフィススペースなど場の
養成しては︒❹認知症サポー
提供も行っている︒❻共同利
ターを推進するための︑今後
用型のシェアオフィス等があ
の取り組みは︒
り︑起業後の企業ＰＲ等の場
健康福祉事業部長 ❶ 月
としての活用も予定している︒
１日現在︑ 歳以上の約 ％

❶放置された空き家が社会

問題となっているが︑区の現
状は︒❷空き家等適正管理等
に関する条例にある﹁指導・

助言﹂と﹁勧告﹂の違いは︒

はひとり暮らし高齢者で︑そ

空き家等実態調査の結果も踏
まえた︑今後の活用策は︒
区長 ❶ 月末の速報値は

❹活動促進のための実践的な
研修を実施するなど︑自主的
な活動が地域に拡大するよう
取り組んでいく︒
空き家対策について

区内外を問わず︑条例や活用
できる制度を案内するパンフ
レットを所有者へ送付し︑啓

発する︒❹空き家の状態も把
握した上で︑個々の空き家に
対する要望と所有者をつなげ
る手法を検討していく︒

須藤

安通 議員
︵自民︶

区長 ❶高齢者施策や待機
児童対策を進める一方︑災害

の備えとして重要だと考える
が︑所見を︒

を︒❹行政サービスを提供す
る行政組織のあり方も︑将来

豊かにすると考えるが︑所見

今後の品川と濱野区政３期目について

認知症高齢者サポーター
について

において︑どのようにリーダ
ーシップを発揮するのか︒❸
それぞれの世代に︑子育ての

に強いまちづくりを一刻も早
く進める︒更に国際化の進展
や交通機能の強化などは区へ
の影響が大変大きく︑これら
をバネとした施策を先取りし︑
ステップアップしていきたい︒
❷長期基本計画の着実な実現

とともにチャレンジ精神を持
って取り組んでいく︒このよ

うな取り組みを支えるために
引き続き行財政改革を推進し
健全財政を維持していく︒❸

❶健康寿命の高低には多種

健康寿命について

行っている︒ビッグデータに
ついては国や他団体等の動向
を注視しながら進めていく︒

いて検討する︒❷避難所や区
有施設一覧等︑区の保有情報
をオープンデータとして公開
するようデータ形式の変換を

副区長 ❶利用開始に向け
準備を進めている︒条例で定
めると独自にマイナンバーが
利用できるため︑介護︑医療︑
福祉のネットワーク化を含む
新たなサービスの可能性につ

❶２０１６年１月に通称マ
イナンバーの利用が始まる︒
介護︑医療︑福祉のネットワ
ーク化など︑これから区政が
独自に検討するサービス分野
があるのかを含め︑今後のマ
イナンバー制度への対応は︒
❷今後︑オープンデータ︑ビ
ッグデータを活用した情報政
策を︑どのように検討してい
くのか︒

今後の情報政策の課題
について

案を本定例会に提案予定だ︒
人材育成も大切だと考える︒

要だと認識している︒❹執行
体制を見直し︑組織条例改正

動との連携は︑ますます進展
する高齢化や複雑化する地域
課題の解決に向け︑極めて重

❸空き家の所有者には区外在
多様化している区民活動と︑
住の方も多いと考えられるが︑ 町会・自治会等の地縁的な活
どのように説明するのか︒❹

児童虐待について

の約７割が女性だ︒❷ 区で
実施した認知症サポーター養

１千 戸だ︒総務省の調査で

10

人だ︒
も増加傾向にある︒❷所有者
年に区職員 名
が講座を受講した︒今後︑更
に任意の協力を求めるのが指
導・助言で︑適正な管理の実
に啓発に努めていく︒❸講座
受講の呼びかけを行っていく︒ 現を強く促すのが勧告だ︒❸

338

平成 年第４回定例会では︑区政全般に

成講座の受講者は︑延べ８千

子ども未来事業部長 ❶協
議会の仕組みは三層構造で︑
代表者会と地域分科会は年１
回︑協議会ケース会議は平成
年度 回開催した︒❷児童
虐待相談などの連絡調整等を

は︒❷児童相談所との協力・
連携はどのように行っている
のか︒❸厚生労働省が実施し
た居住実態が把握できない児
童に関する調査について 区
の調査結果は︒ どのように
実態把握をしたのか︒ 居住
実態が把握できない児童への
今後の対応は︒❹虐待を予防
するため︑どのような取り組
みを進めるのか︒

❶区の要保護児童対策地域
協議会の仕組みや開催状況等

37 12
138

ついて︑ 名の議員が一般質問を行いました︒

65

24

❶社会経済状況の見通しや
た︒ 全庁的な対策会議を立
将来的な時代認識を踏まえ︑
ち上げ︑検討している︒❹子
これからの品川のまちについ
育て支援課と子育て支援セン
て︑どのようなイメージを持
ターが相談に応じており︑今
後も親育て事業等に取り組む︒ っているのか︒❷３期目の濱
野区政のトップマネジメント

している︒❸
５月１日現
在 名いたが︑家庭訪問等を
進め９月１日に全員を確認し

36

つながりやボランティア等の
多様な社会参加のチャンネル
が開かれている︒このつなが
りを地域と連携させることが
地域の人的なネットワークを

多様な要因があり︑その中で︑

人々のきずなや信頼感が健康
長寿に大きくプラスになるこ
とがわかってきている︒世代

間や世代を超えた連携と︑地
域との仕組みづくりが必要で
は︒❷２０１４年度の全国体

力テストの結果を受けて︑子
どもたちの体力向上にどのよ
うに取り組むのか︒❸口腔ケ
アの大切さを広く区民に周知

し︑健診制度の充実拡大を更
に図ることが必要だと考える
が︑所見を︒❹国際的にも健

康都市連合がつくられ︑日本
でも多くの自治体が健康都市
宣言し︑日本支部として登録
している︒東京オリンピック・
パラリンピックが開催される
この時期に︑区も健康都市宣
言をして︑国際的にも交流を
始めるべきでは︒

健康福祉事業部長 ❶健康
寿命の延伸のためには︑社会
関係資本とも言われるソーシ
ャル・キャピタルの醸成は重
要と捉えている︒しながわ健
康プラン の素案に︑地域で
挨拶を交わすことや︑地域の
安全見守りの重要性等を掲載

研究を進めている︒❸しなが
わ健康プラン の素案に正し
い知識を身につけ︑年齢に合
った口腔機能の維持を実現す

する予定だ︒❷教育委員会で
体力向上検討委員会を立ち上
げ︑全校共通種目の設定や運
動を日常化する取り組み等︑

21

以下︑
概要をお知らせします︒

の女性起業家の特徴は︒❹武
蔵小山創業支援センターの
起業支援の取り組みは︒ 子
育て中の起業家を応援するシ
ステムはあるのか︒❺女性起
業家への 起業資金の支援は︒
起業に当たり︑場所に対す
る考えなどは︒❻６月にオー
プン予定の品川産業支援交流
センターを︑起業仲間等との
交流や起業した企業のＰＲ等
の場所として使えないのか︒

36

❶ひとり暮らしの高齢者の
占める割合と傾向は︒❷認知
症サポーターについて 現在
何人いるのか︒ 区職員への
啓発は︒❸認知症による徘徊

ることの重要性を掲載予定だ︒

❹しながわ健康プラン 策定
委員の所属団体である︑医師
会等の団体自らが健康づくり
行動宣言を行う予定だ︒プラ
ン策定を契機に健康増進に関
する地域︑企業との連携の取
り組みを更に進めていく︒

21

地域振興事業部長 ❶品川
の産業振興に起業を促進する
意義は大きいと考え︑支援を
更に充実する︒❷ファイナリ
ストの起業率は ％だ︒❸個
人事業者として小規模からス
タートする傾向がある︒❹
無理なく起業まで到達できる
よう︑段階を踏んだメニュー
を実施している︒ 併設する
認証保育所と協定し︑一時預

21

議員（無品）
吉田あつみ

25

区政をきく

一般質問

❶世界で 位の日本の起業
環境を︑区はどう受けとめて
いるのか︒❷ウーマンズビジ
ネスグランプリに参加した女
性起業家の現状は︒❸品川区
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10 26

女性が活躍できる社会
について
120
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