回臨時会の議案

規定に基づき︑次の者を監査

議長・副議長就任のあいさつ
真一

回定例会の議案

私たちは︑平成 年第１回臨時会におきま
して︑議員の皆様からご推挙いただき︑議長
および副議長に就任いたしました︒その職責
の重大さに︑身が引き締まる思いです︒
品川区では︑５年後のオリンピック・パラ
リンピック東京開催や国家戦略特区の指定等
を契機に︑未来に向けた積極的な取り組みを
進めております︒また︑区民生活を豊かにす
るために︑これまで以上に︑災害に強いまち
づくりや福祉の充実︑待機児童対策︑経済対
策に力を入れるなど︑様々な課題解決に取り
組んでいるところです︒
二元代表制の一翼を担う議会としましては︑
こうした取り組みに積極的に関与し︑区民の
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皆様が住み慣れた地域で安全で安心して生活
ができるよう活発な議論をしていく所存です︒
品川区議会では︑平成 年第２回定例会に
おいて︑議員の会議出席に係る費用弁償を交
通費実費相当額とする見直しを行ったほか︑
会議の欠席手続きを明確にする会議規則の改
正を行いました︒今後は︑さらにスピード感
を持って議会改革を推し進め︑区民に身近で
開かれた議会の実現に向けて努力してまいり
ます︒
区民の皆様には︑今後とも区議会の活動に
つきましてご理解とご協力を賜りますようお
願い申し上げまして︑就任のあいさつとさせ
ていただきます︒

全国市議会議長会から
表彰されました

永年にわたり議会活動
に貢献し︑地方自治の進展
に努めた功績に対し︑全国
市議会議長会から表彰を
受けました︒

の再交付手数料の新設
動車について︑軽課を導入
︹手数料の額︺
する︒

請に対する審査手数料の新

設
︹手数料の額︺
建築物の移転認定申請手数
料 ２万８千円 など

施行期日 建築物の移転の認
定に係る審査手数料に関する
改正規定は公布の日︑弁当等
人力販売業の許可に係る審査
手数料に関する改正規定は平
成 年 月１日︑通知カード
の再交付手数料に関する改正

ネット…品川・生活者ネットワーク

維・無…維新・無所属品川

民・無…民主党・無所属クラブ

浅野ひろゆき

通知カード再交付手数料
⑷ 旧３級品の紙巻たばこに
円
係る特別区たばこ税の税率
の特例を廃止するとともに︑ 個人番号カード再交付手数
料
円
当該税率を段階的に引き上
げ︑平成 年度から製造た ⑵ 弁当等人力販売業の許可
ばこと同様の税率を適用す
の申請に対する審査手数料
る︒
の新設
︹手数料の額︺
弁当等人力販売業許可申請
手数料 ８千 円
⑶ 建築物の移転の認定の申
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共産…日本共産党品川区議団

議員

健信

第

27

大沢

委員に選任することに同意し
た︒
鈴木 真澄 議員︵自・未︶

28

長

平成 年第２回定例会は︑６月 日
から７月８日までの 日間の会期で開
催されました︒

区長提案

27

本多

その他の議案

27

議員提案

27

条例︵一部改正︶

28

500

27

28

800

稲川 貴之 議員︵民・無︶
島田 幸太郎 氏
︵識見を有する者︶
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副議長
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本年４月の区議会議員選挙後︑最初
の議会となる平成 年第１回臨時会は︑
５月 日および 日の２日間の会期で
開催されました︒

区長提案

区長から﹁介護保険制度に関 特別の各委員会が開催され︑
特別区税条例の一部を改正
する条例︵一部改正︶﹂など 正副委員長が互選されました︒する条例の一部を改正する条
の議案が︑議員より﹁東京都 ︵委員会構成は８ページに掲 例について︑平成 年３月
後期高齢者医療広域連合議会 載︶
日に専決処分し︑同日公布し
議員の選挙における候補者の
た︒
推薦について﹂の議案がそれ
改正内容
ぞれ提出されました︒慎重審
軽自動車税のうち原動機付
議の結果︑次のとおり可決さ
自転車︑二輪車等に係る税率
条
例
︵
一
部
改
正
︶
れました︒
の引上げの施行期日について︑
以下︑概要をお知らせしま ▼介護保険制度に関する条例 平成 年４月１日から１年延
平成 年度から平成 年度 長し︑平成 年４月１日とす
す︒
までにおいて︑介護保険の第 る︒
議長・副議長を選挙 一号被保険者のうち第１段階
５月 日に行われた議長選 および第２段階の者に係る保
挙・副議長選挙の結果︑議長 険料を︑年額﹁２万８千

25

27

27

この定例会では︑区長から︑▼特別区税条例
⑸ 特別区民税および軽自動
に大沢真一議員︵自・未︶が︑円﹂から﹁２万５千 円﹂に
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
︵一部改正︶
﹂
地方税法等が改正されたこ
副議長に浅野ひろゆき議員 減額する︒
車税の減免に係る申請期限
域連合議会議員の選挙に ﹁特別区税条例
おける候補者の推薦
などの議案が︑議員より﹁区 とに伴い︑条例の一部を改正
︵公明︶が︑それぞれ選出さ 施行期日 公布の日
を見直す︒
れ︑就任しました︒
施行期日 公布の日︵地方税
東京都後期高齢者医療広域 議会議員の議員報酬︑費用弁 する︒
予 算
連合議会議員の選挙において︑償及び期末手当に関する条例 ⑴ 住宅借入金等特別税額控 法および所得税法の改正に伴
▼平成 年度一般会計補正予 次の者を候補者に推薦する︒ ︵一部改正︶﹂などの議案が
常任委員会・
除の適用期限を延長する︒ う規定整備に関する改正規定
議会運営委員会
算
品川区議会議員 本多 健信 それぞれ提出されました︒慎 ⑵ 都道府県または区市町村 は平成 年１月１日︑旧３級
重審議の結果︑次のとおり可
委員の選任
⑴ 歳入歳出予算補正額
に対する寄附金に係る特例 品の紙巻たばこに係る特別区
決されました︒
１億２千 万６千円追加
控除額を拡充するとともに︑たばこ税の税率に関する改正
総務︑区民︑厚生︑建設︑
以下︑概要をお知らせしま
確定申告を行わないで当該 規定は平成 年４月１日︶
文教の各常任委員会委員およ ︵補正後の歳入歳出予算額
す︒
１千 億６千 万６千円︶
寄附金に係る税額控除を受 ▼手数料条例
び議会運営委員会委員が選任
受益者負担の適正化を図る
⑵ 債務負担行為補正件数
けられる特例を定める︒
されました︒
追加 １件
⑶ 平成 年度分の軽自動車 ため︑手数料を新設する︒
特別委員会の設置
税において︑平成 年度に ⑴ 社会保障・税番号制度に
監査委員の選任同意
および委員の選任
係る通知カードの再交付手
新規登録し︑一定の環境性
数料および個人番号カード
能を有する三輪以上の軽自
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440

431

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・未…品川区議会自民党・子ども未来

31

1

行財政改革︑オリンピック・ 地方自治法第 条第１項の

541

196

800

10

27

27

511

議員在職20年表彰

27

26

議

14

２

27

26

▼専決処分の承認を求めるこ
この臨時会では︑正副議長 パラリンピック推進の各特別 とについて
特別区税条例の一部を改正
の選挙︑常任委員会・議会運 委員会が設置され︑それぞれ
する条例の一部を改正する条
営委員会の委員の選任︑およ 委員が選任されました︒
例について
び特別委員会の設置・同委員
の選任が行われました︒また︑ 就任後︑常任︑議会運営︑ 概要

No.251 平成 27 年
（2015 年）8 月 21日 発行 品川区議会（〒140‑8715）東京都品川区広町 2丁目1番36号 電話 03‑3777‑1111（大代表）03‑5742‑6810
（直通）
品川区議会のホームページアドレス http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/kugikai/index.html

規定は平成 年 月５日︑個
令﹂等が改正されたことに伴

議員提案
条例︵一部改正︶
▼区議会議員の議員報酬︑費
用弁償及び期末手当に関する

い︑補償基礎額等を改める︒
施行期日 公布の日
▼区立幼稚園条例
子ども・子育て支援新制度
に基づき︑保護者の負担能力
に応じた保育料とするため︑
条例
本会議等への出会に係る費
用弁償の額を︑現行の２千円

契

約

▼本庁舎屋上防水改修その他
工事請負契約
契約の方法 制限付き一般競
争入札による契約
契約金額 ２億５千 万円
契約の相手方 株式会社清水
工務店
工期 契約締結の日の翌日
〜平成 年３月 日
▼しながわ区民公園水泳場改
築工事請負契約
契約の方法 制限付き一般競
争入札による契約
契約金額 ２億７千 万円
契約の相手方 株式会社冨士
工
工期 契約締結の日の翌日
〜平成 年３月 日
▼東品川公園土壌改良工事請
負契約
契約の方法 随意契約

算

▼平成 年度管外視察
⑴ 派遣目的
施設の概要調査

議員派遣の件

たは委員会を欠席する場合の
手続を定めるほか︑規定を整
備する︒
施行期日 公布の日

▼区議会会議規則
出産を理由として本会議ま

規則︵一部改正︶

から交通機関の運賃に相当す
る額に改める︒
施行期日 平成 年８月１日

保育料の算定の基準となる階
層区分を改める︒
施行期日 平成 年４月１日

人番号カードの再交付手数料
に関する改正規定は平成 年
１月１日
▼女性福祉資金貸付条例
女性福祉資金の償還に係る
延滞利子の割合を見直す︒
︹現 行︺ 年 ・ パーセ
ント
︹改正後︺ 年５パーセント
施行期日 公布の日
▼区立就学前乳幼児教育施設
条例
保育園において︑子ども・
子育て支援新制度に基づく保
育の短時間認定を受けた者に
係る時間外保育を実施するほ
か︑幼児教育施設における保
育料の算定の基準となる階層
区分を定める︒
施行期日 公布の日︵幼児教
育施設における保育料の算定
の基準となる階層区分を定め
る改正規定は平成 年４月１
日︶
▼プールの管理に関する条例
幼保連携型認定こども園に
おいて︑園児を対象とするプ
ールを経営しようとする場合
の手続について︑学校プール
と同様の取扱いとする︒
施行期日 公布の日
▼地区計画等の区域内におけ
契約金額 ２億３千 万円
契約の相手方 日比谷・大森
建設共同企業体
工期 契約締結の日の翌日
〜平成 年３月 日

予

⑵ 派遣場所
品川荘︑光林荘
⑶ 派遣日
７月 日︵品川荘︶
７月 日︵光林荘︶
⑷ 派遣議員
高橋 伸明
横山 由香理
新妻 さえ子
のだて 稔史
大倉 たかひろ
松永 よしひろ
筒井 ようすけ
田中 さやか

区政をきく
︵一般質問︶
平成 年第２回定例会では︑区政全般に

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︒

横山由香理 議員
︵自・未︶

❼すまいるスクールの利用時
間延長について︑引き続き要
望するが︑所見を︒
子ども未来部長 ❶各区と

地域で支えあう子育ち・親育ち支援
について
❶ 区と比較した区の待機
児童対策の現状は︒❷待機児
童対策の見通し等は︒❸広町
二丁目の大規模保育施設開設
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る建築物の制限に関する条例
建築基準法等が改正された
ことに伴い︑昇降機の昇降路
の部分等を建築物の容積率の
算定の基礎となる延べ面積に
算入しない部分に加える︒
施行期日 公布の日

27

11

28

▼区立学校の学校医︑学校歯
科医および学校薬剤師の公務

28

27

75

災害補償に関する条例
﹁公立学校の学校医︑学校

事業者を決定し︑現在︑運営

事業者を公募中だ︒ 登降園
時の安全対策等だ︒❹定員
人程度の認可保育園を想定し

トワーク検討の中で︑地域の

た上で︑総合的に検討してい
く︒❺しながわネウボラネッ

子育て力について︑協働も視
野に強化していく︒❻スマー
トフォンでの情報提供につい

て︑今定例会の補正予算案に

計上しているところだ︒❼財
政負担等も考慮し︑近々結論

を出すべく検討している︒

区民との協働について

90

❶オープンデータの有効活
用について︑区の考えは︒❷
オープンデータ整備の進め方
等について︑今後の見通しは︒
❸地域資源である公園や海︑
リバーサイドといった水辺空
間に別の機能を持たせ︑地域
コミュニティを繋ぐきっかけ
となるようなイベントの開催
を検討しては︒❹今後の公共
空間の活用について︑見解を︒

区長 ❶オープンデータを
通じて︑区民と区との協働を
促進し︑地域の活性化や課題

解決につなげていく︒❷６月
より新たにＡＥＤの設置情報

を公開したところだ︒新たな
分野のデータ化にも取り組ん
でいく︒❸❹地域でのイベン

❶医学の進歩などにより︑

障害認定基準が実情にそぐわ
ない点が生じており︑障害者
の実態把握やニーズに応じた

体制整備が必要だ︒区では障
害者の数︑障害の程度︑福祉
ニーズの種類と必要度︑支援

サービス利用などの実態をど
のように把握しているのか︒

❷現在︑診断・治療法が確立
していない脳脊髄液減少症等
で苦しむ区民の方へ︑どのよ

うな支援が可能なのか︒❸旗
の台駅周辺地区のバリアフリ
ー計画について 現在の国や
都のバリアフリーに関する動
きと︑区の現状と課題は︒
今後の計画の進め方は︒ 旗
の台駅周辺地域の方々の意見
を随時伺いながら︑バリアフ
リー計画を進めては︒

国の難病指定等の動向を注視

福祉部長 ❶障害者の数や
障害の程度は︑障害者手帳情
報や障害支援区分認定情報を
中心に把握し︑福祉ニーズ等
の実態は相談や利用申請等の
中で把握している︒❷今後の

していく︒❸ 国や都も含め
た区のバリアフリーの基本的
な考え方は︑施設を結ぶ経路
を含めた面的整備を進めるこ
とが有効としており︑地域に
おける一体性︑連続性のある

バリアフリーを進めることが
重要だと考えている︒ 基礎
調査を行い︑ 年度に計画を

取りまとめる予定だ︒
年
３月にまとめた大井町駅周辺

地区バリアフリー計画は︑策
定に当たり障害者の方や地域
の意見を聞きながら進めてき
た︒通行マナー向上等の取り
組みも重要と位置づけており︑
旗の台周辺の計画策定につい
ても同様に取り組んでいく︒

27

一般質問

も対策に苦慮しながらも整備
ト等は地域の活性化につなが
について 具体的な計画は︒
を進めている︒品川区は乳幼
るとともに︑公共空間を活用
課題は︒❹国家戦略特区の
児人口の動向と入園申込率の
することで区の魅力発信にも
追加規制緩和策である︑公園
推移等を分析し︑待機児童ゼ
効果があると捉えている︒国
における保育園整備について
ロをめざして対策に取り組む︒ 家戦略特区の活用も視野に︑
検討を進めては︒❺地域で支
柔軟な姿勢で取り組む︒
え合う子育ち・親育ち支援を
❷平成 年度に向け 人の受
どのように考えるのか︒❻ス
け入れ枠拡大を予定しており︑
医療の進歩と障害者支援
マートフォンやアプリ等で︑
年度以降は︑公有地の活用
について
子育て世代に必要な情報を提
も含め総合的に取り組んでい
供できる仕組みを検討しては︒ く︒❸ 既に施設整備の委託
29

31

31
31

吉田 ゆみこ
▼平成 年度一般会計補正予
算
意見書
⑴ 歳入歳出予算補正額
▼平和安全法制関連法案の慎
４億２千 万３千円追加
重審議を求める意見書
︵補正後の歳入歳出予算額
︵７ページに掲載︶
１千 億８千 万９千円︶

29
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326

432

490

27

22 14

28

28

28

502

28

71

27

歯科医及び学校薬剤師の公務
災害補償の基準を定める政

27

515
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区それぞれの立場で共有して
いることは︒ 課題は︒ 情
報のあり方やシステム構築へ
の取り組みは︒❷地縁組織以
外の新たなコミュニティへの
考え方等について︑所見を︒
❸住民が自発的に取り組む集
いの場についての考えは︒

聞いている︒ 区の助成制度
等を周知し改修等につなげて
きた︒❷ マンションの建替
え等の円滑化法に基づく様々
な制度等を活用していく︒
管理組合の継続支援等に取り
組んでいく︒❸効果的な支援
のあり方を研究していく︒❹

安藤たい作 議員
︵共産︶

❶総合教育会議の場で 教
育委員会委員長は︑なぜ教科

書採択についての意見を区長
に聞いたのか︒ 区長は︑な
ぜ教科書採択の基本方針につ
いて語ったのか︒ 基本方針

増設すべきでは︒❷旧第一日
野小跡地は︑認可保育園等と
して活用を︒❸旧品川・大崎

土木事務所は津波︑高潮対策
をした特養ホームとして活用
を︒❹旧国家公務員宿舎上大

治介入では︒❷区長は日本が
引き起こした過去の戦争を間
違った戦争と認めるのか︒

を教育委員会と区長が協議し
たことは︑教育への不当な政

区長 ❶公共施設有効活用
ビス等を考えているが︑具体
プランを基本に︑コストなど
的な機能などは現在検討中だ︒ 多面的な検討を行い︑総合的

崎寮は︑地域の方も利用でき
る公園等として活用を︒

現地での存続の考えはない︒ な判断のもと有効活用を図っ

地域壊しの補助 号線事業は廃止を
大崎図書館は現地で存続を

福祉部長 ❶ 検討により︑ 商店街や関係事業者における
❶補助 ︑ 号線︑放射２
在宅療養を進めるためのシス
対応の準備等を支援していく︒
号線について 区内特定整備
テムを医師会が構築すること
公共交通について

総務部長 ❶
教育委
員長は教科書採択の作業に入

ていく︒❷❸区有地は︑地域
特性や施策の効果などを見き

わめながら活用している︒❹

る前に考え方を聞いたものだ︒
区長はそれに答える形で︑教
科書採択は教育委員会の専権
事項であり︑日本の伝統や文
化を学べる教科書を選んで欲
しいと発言している︒文部科
学省のＱ＆Ａ等にあるとおり︑
政治介入に当たらないと考え

ている︒❷区長として答える
立場にないと考えている︒

決算特別委員会の総括質疑は会議終了後おおむね２週間後に、インターネット録画中継でご覧いただけます。

羽田増便による騒音や墜落の
危険から区民を守るため︑

はない︒❷事業者の責任で実
施すべきものであり︑区が行

う考えはない︒❸国が国際化
に伴う羽田空港の機能強化を

図ることは意義のあることと
考えている︒区は地域の不安
の声を国に届けていく︒

５万㎡以上の活用可能な公有

地︑ 億円の基金は︑
保育園・特養・区営住宅の計
画的な増設に

本会議は区議会ホームページでインターネット生中継します。また、
本会議は会議終了後おおむね１週間、

路線上にかかり︑影響を受け
る住宅棟数等は︒ 都に事業
廃止の働きかけを︒ 事業廃
止はどのような手続きになる

28

のか︒❷区内に 本ある優先
品川上空の新飛行ルートにキ
上大崎寮跡の国有地は︑行政
整備路線の検討対象となる道
ッパリ反対を
需要やコストに加え︑今後の
路は︑いずれも今すぐ整備を
人口動向等も考慮しながら活
進める要因がない︒区から都
用の可能性を検討している︒
❶区は新飛行ルートの区内
へ優先整備路線として手を挙
への影響や騒音等の調査を行
げないよう求めるが︑見解を︒ い︑速やかな公表を︒❷区民
濱野区長の歴史認識を問う
❸大崎図書館について 移転
教科書採択について
の意見を聞くため︑区の主催
しなくてはならない理由は︒
で国交省も出席した公聴会を
跡地を 号線の代替地にす
開くことを求めるが︑所見を︒
る方針は︑誰がいつ考えたの
❸区民の命と暮らしを守るた
か︒ 代替施設はどのような
め︑品川区上空の新飛行ルー
施設か︒ 現地で存続を︒
トに反対を表明すべきでは︒
都市環境部長 ❶ 補助
都市環境部長 ❶国や航空
号線は 棟︑補助 号線は大
事業者が行うべきことであり︑
区として予測調査を行う考え
えはない︒ 一般的に都市計
画決定を取りやめることが必
要となる︒❷優先整備路線の
選定については︑対象となる
全ての路線に対し評価を行う
もので︑評価の対象から除く
考えはない︒
教育次長 ❸ 施設の老朽
化に加え︑ビジネス支援機能
が品川産業支援交流施設へ移
転したことに伴うものだ︒

❶５万㎡以上の活用可能な
公有地や 億円の基金を活用
し︑認可保育園等を計画的に

10月2日㈮・5日㈪・6日㈫・7日㈬・13日㈫・14日㈬
※すべて午前10時から開催します。

29

田区を含め 棟︑放射２号線
が 棟だ︒ 廃止を求める考

29

になった︒ 切れ目なく適時
適切な医療や福祉を提供でき

❷引き続き検討していく︒
公共施設の有効活用について

ものだ︒❷学校跡地を私立学
校に期限付きで貸し付けてい

をめざす︒ 計画的な利活用
や効率的な維持管理に資する

野に入れた︑区有財産マネジ
メントの考え方は︒❹社会福
祉法人への支援のあり方は︒
区長 ❶
年度中の策定

❶公共施設等総合管理計画
について スケジュールは︒
計画作成の利点は︒❷民間
施設の老朽化に対して区有財
産を有効活用した例は︒❸社
都と区の取り組みの成果は︒ 会福祉法人施設の老朽化も視
❷旧耐震基準マンションにつ
いて 今後の耐震化の取り組
みは︒ 適切な維持管理につ

いて区の関与の考え方は︒❸
や私立幼稚園の預かり保育で
土砂災害対策について︑所有
対応してきたが︑今後も全員
の受け入れ先の確保に努める︒ 者等の費用負担軽減も含めた
新たな支援策の検討を︒❹災
害時の外国人旅行者に対する

12

移転を検討していた時期に︑
都より代替地の候補として打
診を受けた︒ 大崎駅西口の
施設等は図書の取り次ぎサー

品川区議会の予定

る仕組みが必要との共通認識
❶補助 号線完成に向け︑
を持っている︒ 情報共有や
路線バス網の拡充に対する区
連携の仕組みをつくることだ︒ の考え方と︑バス事業者との
在宅介護支援システム構築
協議のあり方は︒❷路線バス
の中で検討する︒❷地域の自
の拡充でも利便性が図れない
地域を補完する方策は︒
都市環境部長 ❶補助 号
線は区の東西を結ぶ主要な道
路であるため︑路線バス導入
を前提に協議を行っている︒

主的な活動の中での支え合い
❶平成 年度に向けて︑１
等が望ましい姿と考える︒❸
千名以上の定員拡大を図るよ
区民の主体的な活動等を把握
うな大胆な方策が必要と思わ
し︑地域福祉の観点から支援
れるが所見を︒❷ 年度以降
していくことが重要と考える︒
も保育需要等を見直し︑区有
財産の有効活用など総合的な
災害対策について
対策を︒❸認可保育園等での
３歳児の受け入れ対策につい
❶都条例で耐震診断が義務
て︑ 年度以降の取り組みは︒
づけられた︑特定緊急輸送道
路沿道建築物について
件
が未診断の理由は︒ 診断済
件のうち︑要補強と診断さ
れた 件が未改修の理由は︒
13

育て計画に反映する︒❸これ
までは認可保育園の新規開設

を踏まえ公有地等も総合的に

子ども未来部長 ❶ 年度
は受け入れ枠を 人拡大する
予定だ︒更に︑認可保育園や
小規模保育事業の開設を検討
する︒❷人口推計や保育需要
117

情報提供等の取り組みは︒

考慮して検討し︑子ども・子

173

29

675

26

議員（公明）
若林ひろき
28

28

29

80

待機児童対策について
28

地域包括ケアシステムと地域
福祉について

200

29

620

26

る︒❸区有地の状況や地域と
の関係等も考慮し︑総合的に
判断する︒❹福祉向上の観点
や法人の運営状況等を踏まえ︑
協議の上で支援している︒

10月20日㈫ 午前10 時

総括質疑

8月26日㈬ 午後 1 時、9月29日㈫ 午前10時

オ リン ピ ック ・
特 別 パラリンピック推進
委員会
款別審査
決算

8月25日㈫ 午後 1 時、9月28日㈪ 午前10時

行 財 政 改 革

28

都市環境部長 ❶ 資産価
値の低下を心配し︑診断を実
施しないとの声も届いている︒
改修費用が高額なため等と

常 任
委員会

8月27日㈭ 午後1時、9月16日㈬ 午前10時30分、
10月22日㈭ 午前10時30分

議会運営委員会

8月24日㈪ 午後 1 時、
9月24日㈭・25日㈮ 午前10時

務
民
生
設
教

総
区
厚
建
文

9月17日㈭ 午後 1 時、9月18日㈮ 午前10時、
10月23日㈮ 午後 1 時

本会議

時

日

名

議

会

815

28

一般質問

❶地域包括ケアシステムに
ついて 医療連携検討部会で
の成果等は︒ 医療︑介護︑
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木村けんご 議員
︵民・無︶

選挙にかかる経費削減は可能か

経費減となる︒❹投票事務等
をあわせて行うことで︑経費
削減額はおおむね８千万円と

試算している︒❺現行法上で
は大変困難だと考えている︒
殺処分ゼロ︑か弱い命と共生

不妊・去勢手術は不幸な猫を
増やさない上で大変重要であ
り︑都の子猫の引き取り数や
殺処分数の減少にもつながる

ことから︑引き続き対策を進
める︒

ラブの今後の展開は︒❸高齢
者や障害者がスポーツを通じ
て品川区で幸せに住み続けて
いくための︑今後の施策は︒
文化スポーツ振興部長 ❶
スポーツを通じた健康長寿社
会の実現等が期待されており︑
区としても今後の動向を注視
していく︒❷スポ・レク推進
委員会を中心にした地域スポ
ーツクラブの設立と充実に引

るおそれがある︒❸選挙後の
あいさつ行為には︑法により
一定の制限があり︑立候補者

今後も警察等と連携し︑交通
安全意識の普及を促進してい

には手引を作成し周知徹底を

理委員会が交付する街頭演説
用標旗を掲げることとされて
いる︒標旗以外ののぼりを立
てることや︑移動しながらの
演説等は公職選挙法に抵触す

のもと︑今後︑区は都と連携
き続き取り組んでいく︒❸地
できたのか︒❷平成 年の区
してどのような役割を果たし
域スポーツクラブやスポーツ
長選挙と区議補欠選挙の総額
ていくのか︒❸誰の所有物で
協会等と連携し︑スポーツ事
は︒❸８年前の選挙では翌日
もない地域猫との共生をしっ
業の充実に努めていく︒
開票だったと聞くが 翌日開
かりと進めていくための︑区
票は区の業務等にどれほどの
の考えは︒❹殺処分される頭
影響を与えるのか︒ 経費面
誰もが愛用する乗り物と改正
数を見ると圧倒的に猫が多い︒ 道路交通法について
では即日開票とどれくらい違
また︑子猫の殺処分数が全体
❶のぼり旗を選挙事務所看
うのか︒❹区議選の時期を早
板や個人演説会場看板として
めて区長選挙と一緒に行えば︑ の中で多く含まれるのが現状
❶６月に改正道路交通法が
だ︒更なる対策を︒
使用することは︑公職選挙法
経費が２ではなく で済むの
一部施行されたが︑区として
品川区保健所長 ❶都の統
では︒❺区長選挙のように統
どのように周知していくのか︒ に抵触しないのか︒❷小さく
個人演説会場と書けば︑候補
一地方選挙から外れた選挙に
計では︑都内での殺処分はピ
❷自転車利用のマナーを含め
者名を書いたのぼり旗を持ち
ついて︑何らかの方法で選挙
ーク時の約 分の１に減少し
た︑高齢者の交通安全意識を
歩くことは許されるのか︒❸
期日の統一化を図れないのか︒ ている︒区としても引き続き
どのように高めていくのか︒
当選が決まった後︑選挙の御
選挙管理委員会委員長 ❶
殺処分ゼロに近づけるべく︑
❸交通マナー向上に向け︑交
礼を街頭で述べている当選者
動物愛護の思想普及等の各種
開票事務に読み取り分類機を
通安全教室等の実施回数を増
を見かけた︒有権者は好意的
事業に取り組む︒❷犬の登録
導入し︑従事職員 名の人件
やしていく考えは︒❹マナー
費分の経費を縮減した︒❷約
アップやルール厳守について︑ に受け入れているようだが︑
や予防接種の普及啓発等の取
公職選挙法違反では︒❹明る
警察と区民の間に立つ行政と
り組みが求められており︑今
１億４千万円だ︒❸ 開票事
い選挙推進協議会と連携し︑
して︑しっかりと指導を︒
後も都と連携して役割を果た
務に約 名の職員が従事する
公職選挙法の理解を求める講
区長 ❶広報紙やホームペ
していく︒❸今後も地域猫へ
ため︑少人数職場等での職員
演や啓蒙活動を行っては︒
配置が手薄になるおそれがあ
の理解を深めるための活動が
ージ︑各種交通安全事業の中
選挙管理委員会委員長 ❶
る︒ 人件費等で約 万円の
広がるよう啓発していく︒❹
で周知を図っており︑今後も
警察と連携し︑周知に努める︒ 看板の範疇として認められて
いる︒❷街頭演説は演説者が
❷高齢者向けの交通安全教室
などにより普及を図っており︑ その場所にとどまり︑選挙管

❶４月に行われた区議選は︑ の強い意気込みを︒❷改定さ
れた都動物愛護管理推進計画
４年前と比べ︑経費の削減が

議員（自・未）

く︒❸昨年度から自転車利用
キャンペーンや親子自転車安
全教室など新事業を立ち上げ︑
啓発を進めている︒❹引き続
き交通ルールの遵守とマナー
向上に向け︑警察等と連携し

図っているが︑有権者へも周

にしたらよいか︒ 歩道を通

ートルの幅で設けている︒ま

知していく︒❹推進協議会と
共催で︑毎年教養講座を開催

ついて

私道整備助成事業にバリアフ
リーのこころを入れることに

行してもよい部分と車道を通
た︑自動車出入口には歩道を
行してほしい部分を色分けし︑ 平坦にするため︑斜めのブロ
ックを使用している︒

❹横断歩道等では︑視覚障害
者の方が歩道を認識するため
に２センチ段差を設け︑車椅
子の方や高齢者等がスムーズ
に通行できるゼロ段差を メ

防災まちづくり部長 ❶
車道の通行が原則だが︑自転
車通行可の標識が設置されて
いる場合や︑安全のためやむ
を得ない場合等は︑歩道を通
行できる︒ 青色で路肩のカ
ラー化を実施している︒❷❸

年第４回定例会で採択し︑区長に報告を求めた

年度からは︑所得制

方が対象となるよう所得制限の緩和を図っております︒

さらに段階的に緩和を進め︑平成

年度からは約 ％の

限の緩和を行い︑約 ％の保護者が対象となりました︒

みせております︒そのため︑平成

が︑景気低迷の影響により︑公私立間の負担が広がりを

一定の所得制限の下で補助金を交付してきたものです

この制度は︑幼児教育の機会を等しく確保するため︑

まいりました︒

財政状況が続く中︑補助金制度の維持に向けて努力して

を目的に設けられたものであり︑品川区としても厳しい

保護者補助金は︑保護者の負担軽減︑公私格差の是正

１．保護者補助金の所得制限の撤廃について

品川区私立幼稚園児保護者負担教育費軽減の為の請願

いたします︒

請願について︑次のとおり報告があったので︑お知らせ

平成

採択し︑報告を求めた請願について

区長 ❶私道は私有地のた
め︑地域での調整が基本だが︑
状況に応じ土地所有者等への
働きかけに協力している︒制
度を周知し︑福祉の観点を持
った私道整備に努めていく︒

所も見受けられる︒私道が個
人の財産で︑区の指導が入れ
ないから助成を受けないので
はないか︒福祉やバリアフリ
ーの観点から︑指導に入れる
制度があればと思うが所見を︒

差とゼロ段差が半々の横断歩
❶区内には︑助成が受けら
道を見かけたが︑なぜなのか︒ れそうな未舗装の私道が何か

区民が混乱しないようにすべ
しており︑機会を捉えて選挙
制度等の啓発をしていきたい︒ きでは︒❷自転車で転倒する
危険がある２センチの歩道段
差をゼロ段差にすることは可
病児︑病後児保育について
能か︒❸なぜ歩道段差は何種
類もあるのか︒❹２センチ段

❶病児保育について 前日
予約を徹底し︑週をまたいで

の予約をなくせば︑キャンセ
ルが少なくなり利便性が増え
るのでは︒ キャンセルが多

いため︑受付人数を増やすな
ど弾力的運用を図っては︒
今後の事業展開は︒❷病後児
保育について 利用者の減少
について見解は︒ 広報を積
極的に行うべきでは︒ 積極
的に取り組もうと考えている
保育園への支援も必要では︒

子ども未来部長 ❶ 早目
に予約したい等の希望に応え
る必要があるため︑今後の検

討素材とする︒ 定員を超え
た予約は︑キャンセルがなか
った場合に混乱が生じるため

護休暇の普及も一因と推測さ

困難だ︒ 子ども・子育て会
議で意見を聞きながら︑ニー
ズや実績を踏まえ定員を検討
していく︒❷ 勤務先での看

れる︒ 園だよりに掲載する

など周知に努める︒ 病後児
保育に取り組む希望のある保
育園には︑子ども・子育て計
画を踏まえ対応していく︒
道路行政とバリアフリー
について

❶道路交通法の改正で自転
車の交通ルールが変わったが
車道を通らなければならな
い道路と例外的に歩道を通っ
てよい場合の区別はどのよう

70

区議会議員選挙について

た啓発指導に努めていく︒

22

26

20

利行
松澤

一般質問

する社会を
健康寿命とスポーツ庁発足
について
❶犬の殺処分ゼロを達成し
❶スポーツ庁に区が期待す
ている自治体もあると聞くが︑
ることは︒❷地域スポーツク
品川区も殺処分ゼロにすると

26

26
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200
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基金運用改革について

065 56

期発見・早期支援体制の充実
を図っては︒❸就業センター
との連携をより強固にし︑就

ーク会議など先進的な取り組
みを参考に︑生活困窮者の早
長を長とした検討委員会を立
ち上げ︑現状と課題を分析し
ている︒今後︑乳幼児家庭に

子ども未来部長 ❶課題を
横断的に検討するため︑副区

アンケート調査等を実施し︑
区の実情に合った支援体制の

飯沼

雅子 議員
︵共産︶

濱野区長は憲法違反の﹁戦争法案﹂に反
対を

賃金等は︑受託事業者の裁量
と考えている︒❷ 年度末を

今後も十分な配慮を行ってまいりますので︑ご理解のほ

どよろしくお願いいたします︒

２．私立幼稚園への更なる支援・助成金増額および私立

幼稚園母の会連合会への助成について

私立幼稚園の経営の安定化を図ることを目的とした私

立幼稚園への直接助成金は︑区の財政状況を勘案しなが

万から

万円といたしました︒ま

年度から心身障害児教育事業費補助金を増額

ら︑実態に沿うよう制度の見直しに努めてまいりまし

た︒

平成

し︑対象者１人につき補助額

年度から私立幼稚園協会への補助金を

万円に増額しました︒

た平成

30

❶戦争法案に反対表明を︒
❷今国会での成立は行うべき

目標としている︒❸ ０歳が

49

労後も自立を見守る就労支援
の体制を強化しては︒❹生活
保護世帯に行っているような
アウトリーチの取り組みを︑
子どものいる生活困窮世帯に
ではないと思うが︑所見を︒

14

27

27

どの見直しや増額を行ってきたところではありますが︑

このように︑区では幼児教育推進のため︑助成制度な

507

検討を進めていく︒❷❸ネウ
ボラネットワーク検討の一環
として︑民間サービスの内容
調査を行い︑産後ドゥーラや
産前・産後のケア施設の利用
も含め︑アンケート調査等の

28

も実施し︑学習支援の場を提
供するなど支援体制の充実を
図っては︒

区長 ❶❷国の専権事項に
対して︑見解を述べることは
差し控えさせていただく︒

200

550

28

人︑１歳が 人︑２歳が
人︑３歳が７人だ︒ 母親の
就業状況は︑常勤が ・８％︑
パートが ・９％などだ︒❹

10

結果を踏まえ検討していく︒
平和事業について

35

議員（公明）
つる伸一郎
689 26

❶生活困窮者自立支援制度
の存在や活用について︑より
きめ細やかな周知を︒❷大阪
府豊中市の地域福祉ネットワ

を利用した際の利用費助成等︑ 況だ︒❹大規模な花火大会の
いかに切れ目のない体制を築
開催は︑関係機関の指導が厳
くかという視点で︑多様な産
しくなってきており︑非常に
前・産後ケアを図るべきでは︒ 困難な状況と認識している︒

国や都の基準を上回る
面積を確保し︑柔軟な運営が
できる整備計画としている︒
約 ㎡の中庭を設ける︒

生活困窮者自立支援制度運営
父母の運動で区立認可保育園
認可保育園や認証保育所等の
私立幼稚園母の会連合会への直接の助成は難しい状況で
❶２億円ある平和基金を積
協議会を中心に︑支援体制の
実現
開設により総合的に取り組む︒
すので︑現状の幼稚園協会への補助金を母の会連合会の
強化や早期発見への情報共有
区長は来年４月待機児ゼロへ
❺待機児童数は︑厚生労働省
み増し︑平和事業の拡大を︒
❶基金の運用収入と運用利
事業費支援にも活用していただくなど︑創意工夫してい
など︑ネットワーク機能の充
更なる増設を
の定義により計算している︒
❷平和を象徴するカンナの花
回りは︒❷都は安全性の高い
ただき︑私立幼稚園の振興に役立てていただきたいと考
実を図っていく︒❸就労自立
を︑小中学校等の花壇やオリ
新たな運用手法として元利保
えております︒
支援相談員による支援のほか︑ ンピック・パラリンピックの
高すぎる国保料・介護保険料
証の金銭信託による運用を開
❶平成 年にできる広町二
就職後も継続した相談が受け
引き下げを
競技会場周辺等に植え︑非核・ 丁目区立認可保育園について
始するが 区の認識は︒ 同
り対応する︒❸ 多くの医療
補助金等が使いやすい制度と
られるよう努めていく︒❹ア
特養ホームの増設を求める
平和を世界に発信できるよう︑
様の基金運用の可能性は︒❸
複数の副園長︑看護師等の
なるよう求めるが︑所見を︒
ウトリーチという訪問支援の
機関で同時に実施できる体制
事業の拡大を図っては︒❸非
安全性の確保など公金管理の
配置を︒ 年齢別１クラスの
❺武蔵小山駅前再開発につい
❶一般財源を投入し︑国保
取り組みを生活困窮者世帯に
を整えている︒ 無料化によ
核平和パネル展は例年区役所
三原則は堅持しつつ︑基金の
適正人数は︒ 乳児クラスは
て 商店街が壊れてしまう再
も行っていく︒更に︑カウン
で行われているが︑駅構内な
一括運用などの積極的な基金
り受診率が向上するとは考え
人程度の保育ができる部屋
料の引き下げを︒❷実情の把
開発はやめるべきでは︒ 防
セリング等により親と子の学
どに︑開催会場を拡大しては︒ 割りと職員配置を︒ １階に
ていない︒❹第六期介護保険
運用改革を進めるべきでは︒
握ができない滞納者には︑差
災のための再開発というが︑
習環境の整備を進め︑その上
❹非核平和都市品川宣言 周
事業計画では 段階に多段階
乳児用遊戯室の設置を︒ 子
し押さえ等をしないよう求め
会計管理者 ❶平成 年度
安心・安全のまちづくりこそ︑
で︑子どもたちが集える場の
年の年である２０２０年に花
化した︒❺ 第六期の保険料
の運用収入は５千 万 円︑
どもの遊べる場所の確保を︒
るが所見を︒❸受診率を高め
自治体の仕事では︒ 風害か
必要性等を検討していく︒
火大会を実施する等︑品川区
保育士の賃金が保障される
運用利回りは０・ ％だ︒❷
算定で約 億５千万円を取り
るため 特定健診とがん検診
ら区民を守るための対策を︒
平和の祭典を開催しては︒
よう︑区のチェックと支援を︒ が一緒に受診できるやり方を︒ 崩した︒ 約６億３千万円と
都は今年度から運用を開
都市環境部長 ❶防災性向
区長 ❶基金の増額の必要
❷いつまでに待機児ゼロを実
始したばかりであり︑今後の
子育て支援について
全てのがん検診の無料化を︒ 見込む︒❻一般財源からの補
現する計画なのか︒❸４月に
状況を注視していく︒❸これ
性は必ずしも高くないと思う
填は考えていない︒❼総合的
上や交通の円滑化の観点から
❹住民税非課税者の介護保険
❶しながわネウボラネット
希望する認可保育園に入れな
が︑平和事業の拡充は積極的
料引き下げのため︑保険料の
までどおり公金を安全かつ効
に判断し適切に対応していく︒ 必要なものだ︒❷増額する考
に取り組むべきと考えている︒ かった子どもの 年齢別人数
更なる多段階化を︒❺介護給
率的に管理・運用することを
えはない︒❸自助が基本だが︑
ワーク検討委員会の進捗状況
は︒ 保護者の就労状況は︒
付費準備基金について
〜
大前提に︑運用先や運用期間
普及に向けた手法等を検討す
❷教育委員会と調整し︑区内
﹁住み続けたい﹂住民を追い
は︒❷ネウボラネットワーク
年度は幾ら取り崩す計画か︒ 出し︑まちを壊す放射２号線
の拡充等に積極的に取り組む︒ に︑お産する女性に寄り添い︑ 学校への拡大にも努めていく︒ ❹区立認可保育園の大幅増設
る︒❹制度の周知とその活用
を︒❺区独自の待機児のカウ
年度末残高の見込み額は︒ 道路・武蔵小山駅前再開発は
そのほかは︑状況を見きわめ
を促す︒❺ 地域の課題解決
生活に必要な様々な世話をす
ント方式はやめるべきでは︒
❻一般財源を投入し︑値上げ
中止を
等のために再開発を進めてお
生活困窮者自立支援制度
るドゥーラの活用も位置づけ︑ た上で調整していきたい︒❸
子ども未来部長 ❶ 今後︑ 前の介護保険料に戻しては︒
り︑地域の活性化が図られる
について
ＪＲ東日本等と協議をしたが︑
利用費助成を設けては︒❸他
❼特養ホームの更なる増設を︒
と考える︒ 再開発は木密地
展示スペースの点で困難な状
運営事業者と協議していく︒
自治体の産前・産後ケア施設
❶放射２号線道路計画は直
域解消の有効な手段の１つで
ちにストップを︒❷住宅耐震
あり︑引き続き支援する︒
改修補助の倍化を︒❸感震ブ
周辺への影響を最小限に抑え
レーカーの設置助成を︒❹マ
ンション耐震化を進めるため︑ られるよう事業者を指導する︒

福祉部長 ❶文化センター
や子育て関連施設等も含め︑
制度の周知に努めていく︒❷

47

27

125

23

36

29

一般質問

福祉部長 ❶ 区統一の保
険料方式を採用しており︑区
独自での引き下げは難しいと
考える︒❷個々のケースによ

29

11

14

須貝

行宏 議員
︵維・無︶

欧米の地方議員はボランティアです︒物

的自衛権を行使して︑もし戦
争が起きれば︑日本本土も戦
場になり︑生死にかかわる甚
大な影響が区民に降りかかる
と思う︒まして︑戦争に行く
のは今の子どもたちや孫たち

だ︒区政の役割の第一は区民
価高と消費税などで区民生活に負担をか
の生命と財産を守ることだが︑
けるなら議員も区長も身を切るべきでは︒ 区民を守れるのか︒子どもた
切るべきでは︒ 行政委員で
ちを守れるのか︒できないな
❶欧米の地方議員は︑日常
ある選挙管理委員や教育委員︑ ら︑区民を守るために︑子孫
は自営業や会社勤務などをし
監査委員の報酬は︑時給にす
を守るために︑一自治体の長
ると約３万円から 万円にも

54

国の動向を注視していく︒

件による制度導入への影響は︒ て公表していく︒❼災害時の
❹区のサイバーセキュリティ
被災者台帳事務等が追加され

ーの現状は︒❺職員研修の充
実と個人情報保護に対する認
識の強化を︒❻特定個人情報

区市町村交流について

❶５年後の開催を見据え︑
区も区民も万全の体制で迎え

保護評価の厳格な実施を︒❼
マイナンバー法案成立以降の

的に取り組んでいく︒❷対象
国等の選定やアプローチ方法
を研究しているところだ︒❸

再開発は早期に進めていく考
えだが︑仮に暫定的に利用す
る期間が生じる場合は様々な

活用を協議する︒❹ 昨年度
実施した３校の取り組みを参
考に︑実施校の拡大を働きか
ける︒ 積極的に取り組んで

いく︒❺スポーツ施設のバリ
アフリー化に積極的に取り組

❸年金機構の年金情報流出事

り組みで周知を図る︒❷セミ
ナーの開催等により支援に努

める︒❸導入スケジュール等
に変更はないが︑情報管理の
徹底について再認識した︒❹

システムによる対応強化を図
っている︒❺パスワード管理

出した︒

❶特別区全国連携プロジェ

クトに︑区はどのような形で
かかわるのか︒❷様々な自治
体との交流を︑広報等へわか
りやすく掲載していくことが

大切では︒❸連携区市町村の
中で︑子どものスポーツ交流
等の事業展開を図っては︒

地域振興部長 ❶情報把握
とともに︑積極的な情報発信
を行うことで︑様々な連携を
模索していく︒❷協定を締結
している自治体との交流事業
は︑広報紙等で周知している︒

❸今後の検討課題とする︒

年第１回定例会で採択し︑区長に報告を求めた請

これに対し︑平成

年４月

日付で京浜急行電

日付で同社より①法的整備

ター設置に向けた検討を要望していく︒

区民サービス向上のため︑同社に対し引き続きエレベー

難であること︒の旨回答文書が提出された︒

レベーター設置検討の結果︑自社用地狭隘のため設置は困

は完了しているため設置の計画はないこと︒②同駅へのエ

年５月

駅南口におけるエレベーター設置についての要望文書を提

鉄株式会社取締役社長原田一之様宛に京浜急行電鉄新馬場

請願の主旨を踏まえ︑平成

新馬場駅南口にエレベーター設置の指導をお願いする請願

設置をお願いする請願および京浜急行電鉄株式会社に対し

京浜急行電鉄株式会社に対し新馬場駅南口にエレベーター

します︒

願について︑次のとおり報告があったので︑お知らせいた

平成

採択し︑報告を求めた請願について

の再徹底等を通知した︒❻全
てのリスクを洗い出し︑具体
的な対応を定めた評価書とし

た︒番号通知や利用開始には
影響がないと考えている︒❽

ることのできる環境を整える
必要があるのでは︒❷区内に
大使館等があるなど区とゆか
りがある国へ︑早い段階から

主な修正内容と区の対応は︒
❽マイナンバー制度の活用に
ついて︑今後の取り組みは︒

どのように捉え︑学校の授業
で扱うのか︒❷品川区出身の
特攻隊員がいたことや区内に
戦争の慰霊碑が点在すること
等の身近な事実を︑授業で取
り上げることは重要なのでは︒
❸国を愛する心を育む教育に︑
積極的に取り組むべきでは︒
❹教科書採択の際には︑静ひ
つな環境で公正な採択を︒
教育長 ❶戦争・平和に関
する学習を充実させるととも
に︑平和使節派遣等の体験を
校内で報告する活動等を一層

東京オリンピック・パラリン
ピック開催へ向けて

企画部長 ❶広報等への掲
載や︑９月からの独自コール

キャンプ誘致を︒❸広町のＪ
Ｒ社宅跡地の再開発が進まな
いということならば︑オリン

むとともに︑誰もがスポーツ
に親しみ︑ともに楽しめる環
境づくりを進めていく︒

センター開設など︑様々な取

として︑今の安保法制の進め
方に反対することを国に求め
るべきではないか︒❷日本は
世界でも有数の地震大国であ
り︑環太平洋火山帯に位置し
ているため︑地震や火山噴火
等が発生しやすい国だ︒そし
て︑面積が狭い国なのに 基
の原子力発電所が存在してい
る︒もしも日本全土に巨大な
地震や火山噴火が発生し︑多
くの原発や放射性物質の貯蔵
施設が壊滅的な打撃を受けた
場合は︑区民が避難できる道
や場所もなくなり︑水や食料
も確保できなくなるなど︑甚
大な悪影響が区民に降りかか
ると思う︒区政の役割の第一
は区民の生命と財産を守るこ
とだが︑区民を守れるのか︒

進める︒❷平和に関する指導
資料作成委員会が作成する資
料に慰霊碑等を掲載する等︑
平和の大切さへの理解を深め

マイナンバー制度について

ピックまでの３年間︑時限的
な活用が可能では︒❹ブライ
ンドサッカーについて 区内

子どもたちを守れるのか︒で
きないなら︑区民を守るため
に︑子孫を守るために︑原発
中止を国に求めるべきではな
いか︒

る︒❸市民科等で日本の歴史
や伝統文化を尊重する内容を

れならば 区民に選ばれた︑
区民の代表者である区議会議
員は︑高過ぎる経費や役職手
当を減らすなどの身を切るべ
きだと思うが︑見解を︒ 区
民に選ばれ区民を代表する区

70

なり︑かなり高額だ︒一般常
識とかけ離れた高過ぎる報酬
は︑やめるべきだと思うが︑
見解を︒
総務部長 ❶
区長や
区議会議員の給料や報酬の額
は︑報酬等審議会での審議を
経て︑その職責等を踏まえ︑
議会の議決により条例をもっ
て定められている︒また︑区
議会議員にかかわるその他の
経費等については︑区議会の
自立性の観点からも︑まずは
区議会において検討いただく
ことが適当であると考えてい
る︒行政委員会委員について
も︑職責︑地位にふさわしい
額を同様に区議会の議決によ
り条例で定めているところだ︒

区長 ❶❷国防と原発︑い
ずれも国の大きな課題と思っ

学ぶなど︑引き続き国を愛す
❶区民へマイナンバーを通
る心を育んでいく︒❹教育委
知する前に︑制度の周知等を
員会の権限と責任のもとで公
行う必要があるのでは︒❷民
正・公平な採択に努めていく︒ 間事業者も制度導入で業務の
見直しが必要となるが︑支援
や相談体制の拡充が必要では︒

❶戦後 年目の節目の年を

区政の役割の第一は︑区民の
生命と財産を守ることです︒
区長︑集団的自衛権と原発は︑
子ども達に悪影響を与えるの

ている︒防衛は国の専権事項
であり︑自治体の首長が言及
することは控えたい︒また︑
原発についても国全体の電力
政策であり︑これについても
一自治体の首長として発言は

全小中学校の授業で取り上げ
ては︒ 今後も積極的に大会
を誘致する等︑日ごろから環
境整備を︒❺障害者スポーツ
に必要な施設等の整備を進め
ることが︑障害者スポーツの
理解等につながるのでは︒
区長 ❶多くの課題に計画

減った︒区民や中小零細企業
は︑これに対処するため︑消
費を抑え︑人件費を削減する

では︒

差し控えたい︒

30

たため︑国民の可処分所得は

などして耐え忍んでいる︒そ

❶政府の解釈による集団的
自衛権とは︑日本と密接な関
係にある同盟国などが第三国
に武力攻撃を受けた場合︑日
本が直接攻撃されていなくて
も︑同盟国と同様に日本も反
長も︑区民の負担増が解消さ
れるまでは政治家として身を

27

29

戦後 70 年、国を愛する心
を育む教育について

撃できるというものだ︒集団

洋和

27

一般質問

ていて自分の仕事を持ち︑夜
間や土・日に議会や委員会に
出席するなどボランティアと
して活動している︒また︑議
員が勤務している民間企業で
は︑残業を免除するなどして︑
議会活動に支障がないように
協力している︒総務省の家計
調査では︑ここ数年︑アベノ
ミクスによって株価が上昇し︑
一部の大企業とその社員や資
産家に恩恵を与えたものの︑
国民大半の実収入はほぼ横ば
い︑直接税も変わっていない︒
しかし︑社会保険料は増え︑
震災による電力インフラ関連
費が急上昇する中︑急激な円
安により光熱費や食料品など
の生活必需品が上昇し︑物価
高という大きな負担を国民は
強いられた︒そして︑さらに
消費税増税などの負担が増え

議員（自・未）
沢田

27

10
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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
97

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︒

25

議員（ネット）
吉田ゆみこ

27

99

きたときの責任はどこにある
のか︒❹２０１４年４月の教

7.5

25

24

100

60 27

一般質問

ていくことが必要では︒
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区議会の構成
議

長

大

沢

真

一

監査委員（議員選出）

鈴

各会派の役員

副議長
木

真

澄

浅野

・

ひろゆき

いながわ

（

貴之
（平成27年５月26日現在）

委

員

総

会

委

務

（８人）

区

常 任 委 員 会

生

利

田

しんご
子

あ

広

王

大

沢

真

一

本

多

健

祐美子

須

貝

行

宏

吉

田

ゆみこ

○渡

べ

部

ひろき

のだて

稔

史

いながわ

子

○木

村

けんご

鈴

伸一郎

安

藤

たい作

筒井

特 別 委 員 会

由香理

（13人）

安

藤

たい作

藤

原

正

○伊

藤

昌

宏

石

田

ちひろ

田

秀

鈴

真

澄

高

橋

伸

明

ようすけ

西

本

貴

子

木

博

大倉

たかひろ

○飯
渡
あ

沼
部
べ

雅

子
茂
祐美子

浅野
高

伊

たけうち

忍

のだて

史

藤

昌

宏

沢

田

塚本

よしひろ

新

妻

大倉

たかひろ

松永

洋

和

裕

パラリンピック

渡

田

ちひろ

推進

南

茂

あくつ

広

王

若

林

ひろき

石

子

石

しんご

木

村

けんご

筒井

田

ようすけ

忍

副幹事長

塚本

副幹事長

あくつ

広

政調会長

つ

伸一郎

よしひろ

る

王

幹 事 長

飯

沼

副幹事長

中

塚

団

長

南

副 団 長

鈴

雅

亮
恵

木

子

子

ひろ子

幹 事 長

あ

べ

祐美子

副幹事長

木

村

けんご

政調会長

大倉

たかひろ

維新・無所属品川（３人）

１ オリンピック・パラリンピックの推進に関すること

幹 事 長

須

貝

行

宏

副幹事長

藤

原

正

則

幹 事 長

吉

田

ゆみこ

政調会長

田

中

さやか

※委員長・副委員長以外は会派別50音順で表記しています。

意見の分かれた議案

請願・陳情件名

受理番号

結 果※

「
『安全保障関連法案』の慎重審議を求める意見書」提出を
求める請願

平成27年
請願 第13号

採

集団的自衛権閣議決定の法制化による海外で戦争する国づ
くりに反対するよう求める請願

平成27年
請願 第17号

不採択

看護師等の大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護
を求める請願

平成27年
請願 第11号

不採択

区営住宅の建設推進を求める請願

平成27年
請願 第10号

不採択

区内特定整備路線の事業計画の中止及び住宅の耐震化と感
震ブレーカーの早期普及を求める請願

平成27年
請願 第12号

不採択

補助30号線（第二京浜国道から中延駅前を通り中原街道ま
で）の道路拡幅をしないよう東京都に求める請願

平成27年
継続審査
請願 第21号

子育て世代が希望を持って働けるように認可保育園の大幅
増設を求める請願

平成27年
請願 第18号

羽田空港の増便計画による品川・八潮上空の飛行中止を求
める請願

平成27年
継続審査
請願 第14号

大型旅客機が品川区上空を飛行することに反対するよう求
める請願

平成27年
継続審査
請願 第15号

大気汚染と環境破壊を進める大型旅客機が品川区上空を飛
行することに反対する請願

平成27年
継続審査
請願 第16号

羽田空港の増便により大型旅客機が品川区上空を飛行する
ルート案の撤回を求める請願

平成27年
継続審査
請願 第19号

羽田空港増便にともなう品川区上空への新飛行ルート設定
に反対する請願

平成27年
継続審査
請願 第20号

件

択

名

古紙配合率 70％の紙を使用しています。

○

○

×

○

○

○

○ ○ 可決

監査委員の選任同意について
（稲川貴之議員）

○

○

×

○

○

○

○ ○ 可決

東京都後期高齢者医療広域連合
議会議員の選挙における候補者
の推薦について

○

○

×

○

○

○

○ ○ 可決

平成27年度一般会計補正予算

○

○

×

○

○

○

○ ○ 可決

手数料条例

○

○

×

○

○

○

○ ○ 可決

区立就学前乳幼児教育施設条例

○

○

×

○

○

×

○ ○ 可決

地区計画等の区域内における建
築物の制限に関する条例

○

○

×

○

○

×

○ ○ 可決

区立幼稚園条例

○

○

×

○

○

×

○ ○ 可決

平和安全法制関連法案の慎重審
議を求める意見書

×

×

○

○

○

○

○ ○ 可決

不採択

※採
択（区議会として、
ご希望に賛同します。
） 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。
）

無所属
自・未 公 明 共 産 民・無 維・無 ネット 議員
結果
⑿
⑻
⑺
⑹
⑶
⑵
⑴ ⑴

監査委員の選任同意について
（鈴木真澄議員）

第２回定例会

行財政改革
特別委員会

たけうち

品川・生活者ネットワーク（ ２人）

第１回臨時会

文教委員会

幹 事 長

民主党・無所属クラブ
（６人）

１ 国家戦略特区に関すること

総務委員会

建設委員会

和

ゆみこ

品川区議会議長あてに提出された請願・陳情について、結果をお知らせします。

厚生委員会

洋

日本共産党品川区議団（７人）

一

請願・陳情の結果（第 2 回定例会）
付託委員会

１ 都市計画および都市整備について
２ 土木行政について
３ 建築行政について
４ 住宅対策について
５ 環境行政について
６ 防災対策について

４ 基金に関すること

則

茂

品川区議会公明党（８人）

さえ子 ２ 羽田空港の機能強化に関すること
よしひろ ３ 公有地・跡地活用に関すること

辺

○副委員長

田

沢 田 洋 和 １ 議会の運営について
塚本 よしひろ ２ 議会日程の調整について
木 村 けんご ３ 会議規則、委員会条例等の取扱いについて

渡

◎委員長

沢

しんじ ２ 児童福祉について

橋

明

田

政調会長

１ 区民生活および地域活動推進について
２ 産業振興および国際化の推進について
３ 文化芸術および生涯学習の振興について
４ 観光およびスポーツの推進について

ひろゆき １ 学校教育について

伸

吉

部

４ 議長の諮問に関する事項について

男

稔

木

橋

（13人）

渡

２ 保健衛生について

高

恵

副幹事長

貴之 ３ 国民健康保険および国民年金について

オリンピック・ ◎本 多 健 信 ○つ る 伸一郎
部

澄

由香理 １ 社会福祉（児童福祉を除く。）について

林

山

真

山

若

忍

さえ子

横

木

さやか

妻

行財政改革

鈴

中

新

○石

副幹事長

田

横

亮

信

たけうち

男

塚

健

則

秀

◎中

多

一

◎渡 辺 裕 一 ○たけうち
忍
鈴 木 真 澄
本 多 健 信
つ る 伸一郎
鈴 木 ひろ子
須 貝 行 宏

議会運営
委 員 会
（13人）

本

正

田

子

副幹事長

裕

石

雅

１ 企画・広報および行財政について
２ 人事・事務管理および財産の維持管理について
３ 会計管理室ならびに選挙管理委員会および監査委
員の事務について
４ 課税および納税について
５ その他の急施事項等について

原

ひろ子

沼

一

辺

木

飯

裕

藤

○鈴

よしひろ

辺

渡

和

る

渡

茂

洋

孝

信

品川区議会自民党・子ども未来（12人）
幹 事 長

よしひろ

松永

田

◎塚本

（８人）

恵

○あくつ

）内は会派の人数

調査事項

員

◎沢

つ

教

行
亮

◎こんの

設

（８人）

文

塚

南

（８人）

建

澤

中

◎石

民

（８人）

厚

◎松

8

○…賛成、×…反対、
（ ）は所属議員数 ※無所属議員は左から氏名の50音順で表記しています。

