❶介護保険制度改定により︑
総合事業を実施して２か月半
がたったが︑事業継続ができ
ている事業所の数は︒❷現時
点で総合事業に移行していな
い事業者がある場合︑利用者
へのサービス低下につながる
のでは︒❸介護従事者の確保
のために︑処遇改善加算等を
取り入れた効果は︒❹次の更
新時期に総合事業から外れて
しまう人はどれくらい出るの
か︒また︑その方々へのフォ
ロー体制は︒❺チェックリス
トによる振り分けと同じタイ
ミングで︑介護認定の選択肢
もあることを知らせては︒❻
地域の多様な生活支援サービ
スの充実のため 地域センタ

区長 ❶区内予防訪問介護
事業所は平成 年３月と４月
育委員会定例会で﹁不安の声
は︑ほぼなくなった﹂との発

言が記録されているが どの
では変わりなく︑区内予防通
ような意見聴取を行ったのか︒
所介護事業所は新規参入等に
保護者の不安を払拭するた
より４事業所増えている︒利
用者は４月末で予防訪問が ・ めの工夫と改善を︒ 教育委
員会でまとめている放射線測
７％︑通所が ・９％移行し
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認した︒❷安全確保を最優先
する対策をとっている︒❸状
況に応じて個別に判断すべき
ものと考えている︒❹ 校長
会からの情報をもとに判断し
た︒ 今後とも放射線量の調
査を実施し︑最新の情報を学
校に提供していく︒ 測定し
たデータは全て各学校に周知
している︒
市民の政治参加のための情報
公開について
❶政治への市民参加の最低
条件は︑情報が公開されてい
ることと考えるが 性質別に
整理した要綱の分類は︒ 要
網の数は︒❷ホームページで
公表されている要綱の数と︑
全要綱に占める割合は︒❸公
開の手法として︑要綱を一元
的に公開することを望むが見
解は︒
総務部長 ❶ 職員が事務
処理を進める際の指針や手続
等を定めたものが全体のほぼ
６割だ︒
年２月１日現在
本だ︒❷ 本︑約 ％だ︒

シティプロモーション

西本

貴子 議員
︵無所属︶

子ども未来部長 ❶ 私立
保育園や認定こども園に対す

る財政措置が施設型給付費に
一本化され︑区が諸条件を確
認し支給することになった︒
多くの施設は増額となり︑保
育の充実が期待される︒ 私

平和安全法制関連法案の慎重審議を求める意見書

を把握し解決が図れるよう対

処する︒❻動物との触れ合い
活動等で学んでいる︒

多機能型口腔保健支援センタ
ー構想について

る︒❷子育ての第一義的な責
任は保護者にあることを前提
に施策を展開していく︒

いく︒ 先駆的な事業に取り
組み︑一定の成果を上げてい

❷飼い主のいない猫の不妊・
去勢手術の助成額増等を図っ

品川区保健所長 ❶都の統
計に各区別の数値はないが︑
譲渡数等から推計すると平成
年度は犬３匹︑猫 匹だ︒

健康推進部長 ❶かかりつ
け医紹介窓口事業で︑希望す

ター内に設置しては︒❸地域
包括医療・ケアに︑歯科・口
腔保健を組み入れては︒❹多
機能型口腔保健支援センター
の実現に向け︑検討を︒

❶在宅訪問歯科診療や障害
者歯科診療に対する考えは︒
❷休日固定歯科診療所をセン
❶子ども・子育て支援新制
度が始まったが 施設はどう
変化していくのか︒ 認定こ

東京オリンピックに向けて殺

処分ゼロを目指した取り組み
保育園と幼稚園では開所日
数や保育時間の長短があるが︑ について
平等性を保つための方策は︒
❶犬猫などの殺処分頭数は︒
学校との接続について見解
❷動物愛護管理法改正による
を︒ 公立保育園の今後の運
新たな取り組みは︒❸ボラン
営は︒ 公私連携型の幼保一
体施設ぷりすくーるについて︑ ティアの方と殺処分ゼロへの

ども園への移行を辞退する施
設もあるが︑区の見解は︒
幼保一体施設に年齢区分型と
並列型がある理由は︒ 公定
価格における区の財政負担は︒

川区をつくるためだ︒ 世代
立園の認定こども園への移行
は各園の意向を尊重し対応す
ごとの分析も含め︑施策を見
る︒ 本来は年齢区分型だが︑
直していく︒❷情報発信を強
化する︒❸歴史・伝統︑住み
待機児童対策と幼稚園からの
取り組みを︒❹野良猫対策に
入園枠を確保するため︑一部
やすさ等が共存する︑利便性
ついて 啓発活動は区の主導
を並列型としている︒ 各施
が高いまちだ︒❹今後検討し
ていく︒❺区の魅力を広く発
設１割程度の増額と試算され︑ で行うべきでは︒ 専門家の
相談体制も必要では︒ 助成
信できるよう意識改革を行う︒ ４分の１が区の負担だ︒ 国
金の頭数制限等の改善を︒
では︑保育時間の差をベース
基金など区民に協力を求める
に保育料を計算している︒
子ども・子育て支援政策
仕組みも検討しては︒❺動物
について
保幼小連携を今後も充実させ
虐待傾向が犯罪前に見受けら
ていく︒ 様々なケースに適
れることから︑動物虐待の状
した効率的な運営を研究して
況を調査しては︒❻命の大切
さを教育に取り入れては︒

人口推移予測をどう分析す
るのか︒世代別の施策の展望
は︒❷今後の進め方は︒❸区
の魅力とは︒❹区民の品川区
への愛着度をどのようにはか
るのか︒❺区職員の意識改革
をどのように行っていくのか︒
区長 ❶ 更に活力ある品

定結果を︑学校へ公表しては︒ について
ている︒❷サービスの低下は
教育次長 ❶ 了承を得て
なく︑円滑に移行できている
見解は︒❷子育て支援のニー
❶シティプロモーションに
と認識している︒❸加算の届
年７月に放射線量
いる︒
ついて 区が取り組む意味は︒ ズに対して︑どのような考え
け出は都のため︑実施事業所
調査を実施するとともに︑
で政策立案をするのか︒
や給付額等は把握していない︒ 年５月に約 か所で空間線量
を測定した結果︑安全性を確
❹これまでの要支援認定者の
状況に変更がなければ︑サー

ビス提供は継続される︒❺区
の在宅介護支援システムの中
で︑チェックリストによる自
己評価とケアマネジャーとの
面接により︑適切なケアマネ
ジメントを実施しており︑そ
の中で要介護認定についても
周知している︒❻ 意見交換
を通じ︑多角的な検討を進め
ていく︒ 効果的な支援のあ
り方を検討していく︒ 介護
人材の確保については︑資格
はあるが就労していない方等
や介護技術を学ぶすけっと品
川養成講座を活用し︑人材の
裾野を広げていく︒
東京電力福島原発事故後の移
動教室について
❶原発事故のため︑移動教
室は福島県磐梯高原から長野
県菅平に変更していたが 磐

ーのふれあいサポート等とど
梯高原に戻すときに教育委員
のように連携していくのか︒
会の了承は得たのか︒ 戻る
高齢者の居場所づくり等を
根拠として︑教育委員会はど
行っている団体への支援策は︒ のような調査をしたのか︒❷
地域でサービスを継続する
原発の廃炉作業が現在進行中
ためには︑多くの人がかかわ
だが︑万が一の事故を想定し
た対策は︒❸不測の事態が起

現在、国会において、「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍
隊等に対する協力支援活動等に関する法律（以下、国際平和支援法案）
」および「我が
国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律
（以下、平和安全法制整備法案）
」の２つの平和安全法制関連法案の審議が行われている。
国際平和支援法案は、諸外国の軍隊等への協力支援活動等の実施を可能にする新法で
あり、平和安全法制整備法案は、自衛隊法、国際平和協力法、周辺事態安全確保法、船
舶検査活動法、事態対処法、国家安全保障会議設置法などの 10 の法律の一部改正に及
ぶ内容となっている。
これらの法案は、これまでの国の安全保障・国際平和協力体制を大きく転換するような
重大な内容であるにも関わらず、国会における審議では、両法案にかかる法律の解釈や
様々な判断基準、現状認識などが分かりにくく、明確な説明が十分になされていないとの
見解や、審議を十分に尽くすべきであるとの意見が区民から寄せられ、また様々に実施さ
れている世論調査でも共通に明らかになってきている。
本区議会は、国が両法案を巡るこれらの世論の動向に真摯に向き合うことが重要である
と考え、国に対し下記の事項を要望する。
記
平和安全法制関連法案について、慎重かつ十分な審議を行うこと
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。
平成 27 年７月８日
品川区議会議長 大 沢 真 一
衆議院議長 大 島 理 森 様
参議院議長 山 崎 正 昭 様
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様

ている︒ 獣医師の協力をい
ただいている︒ 多くの方に
ご利用いただくための制限だ︒
研究課題と考える︒❺実態

た︒❸関係団体と連携し取り
組む︒❹ 啓発冊子を配布し

いる︒❷休日歯科診療は当番
制で実施している︒❸関係機
関の連携を図りつつ検討を進
めていく︒❹研究課題とする︒

る区民に適切な歯科医師や障
害者対応の診療所を紹介して

25

介護保険改定に伴う品川区
の取り組みについて
り︑新しい人の登場を促すな
ど︑次の世代に活動をつなげ

❸区民が知りたい情報をでき
るだけわかりやすく提供し︑
その上で参考に要綱等を添付
することが大切だと考える︒
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議員（ネット）
吉田ゆみこ
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きたときの責任はどこにある
のか︒❹２０１４年４月の教
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ていくことが必要では︒
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