施設の名称 区立平塚橋特別
養護老人ホーム
指定管理者 社会福祉法人三
徳会

年 第 ４ 回 定 例 会 で は︑ 区 政

︵一般質問︶

区政をきく
平成

全般について︑ 名の議員が一般質問

❶雇用促進住宅廃止の閣議
決定を撤回するよう国に求め

ては︒❷住宅を区へ売却した
いという独立行政法人からの

通知に対し︑取得希望なしと
回答した理由は︒❸区が雇用
促進住宅を購入して区民が住

み続けられるようにしては︒
企画部長 ❶撤回を求める
考えはない︒❷国が対応すべ

新たな国の制度も活用し 林
試の森となりの国有地に特養
ホーム増設を

❶４か所目の特養ホームを
どのように検討したのか︒❷

国有地の貸し出しに関する国
の新たな制度も活用し︑国有

ネット…品川・生活者ネットワーク

維・無…維新・無所属品川

指定期間 平成 年４月１日
ため︑指定管理者を指定する︒ ▼指定管理者の指定について
〜平成 年３月 日
公の施設の管理を行わせる
施設の名称 区立月見橋在宅
ため︑指定管理者を指定する︒ ▼指定管理者の指定について
サービスセンター
公の施設の管理を行わせる
指定管理者 社会福祉法人さ
ため︑指定管理者を指定する︒
くら会
指定期間 平成 年４月１日
〜平成 年３月 日
▼指定管理者の指定について

施設の名称 区立西大井つば
さの家
指定管理者 社会福祉法人福
栄会

等は国基準に比べ低額に抑え

だと認識している︒❸関係機
関との情報収集に努めていく︒

を決定する際の選択肢の１つ

45 52

を行いました︒

を重ねている︒❷国の動向を
注視していく︒❸公共施設有
効活用プランや 年度策定予
定の公共施設総合管理計画等

地に特養ホームの増設を検討
き事案であり︑区民の税の投
すべきでは︒❸荏原四中跡等
入は妥当ではないと判断した
ためだ︒❸購入の考えはない︒ に特養ホーム等の建設を︒
企画部長 ❶適地について
は用地情報等を活用して検討

﹁安心して子育てしたい﹂
親の願いに応えて認可保育園
増設と保育料・すまいるスク
ールの負担軽減を

を踏まえて検討していく︒
❶出産・子育てにかかる不
安解消や負担軽減等を行う必
要があると区は述べているが︑ 希望するすべての人をあたた
かく受け入れる都立小山台高
平成 年４月からの認可保育
校定時制の廃止に反対を
園保育料等の値上げは︑これ
に反するのでは︒❷認可保育
❶過去３年間に定時制高校
園保育料等の値上げ︑すまい
るスクールの有料化は中止を︒ へ進学した区内中学生の人数
は︒❷マイスクール八潮にと
❸年少扶養控除のみなし算定
って定時制高校は大事な受け
の復活を︒❹待機児予測があ
皿なのでは︒❸都に小山台高
るなら︑待機児ゼロへ必要な
校定時制の存続を求めては︒
対策が打てるのでは︒❺ 年
教育次長 ❶ 年度は 名︑
４月に待機児を１人も出さな
年度は 名︑ 年度は 名
いため︑認可保育園の増設を︒
だ︒❷マイスクール八潮だけ
子ども未来部長 ❶保育料
でなく︑全生徒にとって進路

28

27 25

とるべき区域の対象とはなっ
基づき変更した︒すまいるス
ていない︒❸区民の不安払拭
憲法違反の戦争法を廃止させ
クールも適正な額と考えてい
に向け︑具体的な説明を実施
立憲主義を取り戻そう
る︒❸多子減額を拡充したこ
するよう国に申し入れていく︒ とから︑復活する考えはない︒
❶憲法違反の戦争法を廃止
❹子ども・子育て計画策定時
世帯の住民を追い出す雇用
よりも対策を強化し︑ 年度︑ させ︑立憲主義を取り戻すべ
促進住宅廃止計画は中止を
きだと思うが︑見解を︒
年度の２年間で１千 人の
拡大を予定している︒❺多様
区長 ❶一自治体の立場か
な手法で総合的に取り組む︒
ら見解を述べることは差し控
えさせていただく︒

て改定した︒❷幼稚園保育料
や保育園保育料は︑子ども・
子育て支援新制度の考え方に

40

指定期間 平成 年４月１日
〜平成 年３月 日
▼指定管理者の指定について

以下︑
概要をお知らせします︒

いて いくつあるのか︒ 施
設等への影響は︒❸区民の不
安等を受けとめて︑新ルート
案撤回を国に求めるべきでは︒
都市環境部長 ❶経済効果
が期待できるという意見や︑
騒音等が心配という意見等が
あった︒❷ 明確なルートが
示されていないため正確な数
はわからないが︑おおむね大
井地区が 件︑八潮地区が

14

件︑品川地区が 件だ︒ 航
空機騒音防止法の騒音対策を

26

民・無…民主党・無所属クラブ

共産…日本共産党品川区議団

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

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
区立西大井福祉園
区立かがやき園
指定管理者 社会福祉法人福
栄会
指定期間 平成 年４月１日
〜平成 年３月 日
▼小山三丁目地内特別区道路
線の認定について
小山三丁目地内において特
別区道路線を認定する︒
位置 小山三丁目地内
・ ｍ
延長
幅員 ８・ ｍから９・ ｍ
まで
面積 １千 ・ ㎡

議員提案

❶八潮で国交省主催の説明
会が開催されたが︑意見の大
半は反対意見だったのでは︒
❷新ルートの下にある学校や

一般質問

保育園︑幼稚園︑病院等につ

28

指定期間 平成 年５月１日
〜平成 年４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
区立高齢者住宅八潮わかく
さ荘
区立高齢者住宅大井倉田わ
かくさ荘
指定管理者 社会福祉法人品
川総合福祉センター
指定期間 平成 年４月１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 区立高齢者住宅
東品川わかくさ荘
指定管理者 社会福祉法人福
栄会
指定期間 平成 年４月１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

する基本理念を定め︑区の責
務ならびに区民等および団体
の役割を明らかにするととも
に︑おもてなし活動の推進に
より︑豊かな地域社会の形成
を図ることで︑何度も訪れた
いまち品川︑住み続けたいま
ち品川の実現を目指す︒
施行期日 公布の日

56

31

31

31

34

27

ふたたび八潮団地の空に飛
行機を飛ばすな
羽田新ルート案は撤回を

33 28

33 28

33 28

13

ため︑指定管理者を指定する︒
施設の名称 区立平塚橋高齢
条例︵新規︶
者多世代交流支援施設
指定管理者 社会福祉法人三
▼おもてなし条例
徳会
区におけるおもてなしに関
指定期間 平成 年５月１日
〜平成 年４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 区立北品川つば
さの家
指定管理者 社会福祉法人げ
んき

31

28

474 27

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 区立八潮南認知
症高齢者グループホーム
指定管理者 社会福祉法人品
川総合福祉センター
指定期間 平成 年５月１日
〜平成 年４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
区立戸越台特別養護老人ホ
ーム
区立荏原特別養護老人ホー
ム
指定管理者 社会福祉法人三
徳会
指定期間 平成 年４月１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 区立中延特別養
護老人ホーム
指定管理者 社会福祉法人品
川総合福祉センター

〜平成 年４月 日

28

指定期間 平成 年４月１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 区立八潮南特別
養護老人ホーム
指定管理者 社会福祉法人品
川総合福祉センター
指定期間 平成 年５月１日

350

120

30

31
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議員（共産）
恵子
南

00 87
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