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平成28年度予算を可決
「スポーツと人情が熱いまち 夢への加速予算」

日に閉会しました︒
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算﹂や﹁江東区青少年センター改修工事請負契約﹂な
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２月

●意見書及び決議（要旨）
···4〜6面

要︵維民ク︶

●第1回定例会····························
······2面

綾 子︵維民ク︶

主 な 掲 載 内 容

福 馬 恵 美 子 ︵維民ク︶

4.1%

民︶

114億7,600万円

計

幸 志︵自

2,897億4,100万円 2,782億6,500万円

合

堀川

4.0%

産︶

3億2,900万円

そ え や 良 夫 ︵共

81億2,700万円

明︶

84億5,600万円

直 樹︵公

後期高齢者医療会計

高村

1.1%

明︶

3億2,300万円

邦 夫︵公

300億6,300万円

石川

303億8,600万円

に し が き 誠 ︵自 民︶

介 護 保 険 会 計

吉田

△1.7%

お お や ね 匠 ︵無所属︶

△10億4,500万円

大嵩崎かおり︵共

633億600万円

明︶

622億6,100万円

勇︵公

国民健康保険会計

高
里

細田

6.7%

鈴木

118億6,900万円

民︶

1,886億3,800万円 1,767億6,900万円

雅 樹︵自

計

増減率

比較増（△）
減

中嶋

会

27年度

民︶

般

28年度

佳 幸︵自

一

計

重松

年度予算審査特別委員会を開催いたしました︒

会

の各議員が質問を行いました︒

平成
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︻詳細は２面︼

今号から区議会だよりのタイトルに新しいロゴマークを使用しています︒

平成28年度各会計予算額比較
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回定例会
防 災・ま ち づ く り

︻新年度予算の主な事業︼

予算審査の概要
年度予算審査特別委員会

／

３／ ︶

〜

文教委員会
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企画総務委員会
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委員会の動き
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▼陳情について審査

︵１／

３／ ︶

小名木川小学校 ICT教育を視察
【文教委員会】

ム構築を進め︑外国人対策は地
オリンピック・パラリンピック

▼陳情について審査

▼教育推進プラン・江東︵後期︶

▼議案３件を審査のうえ可決

に向けて︑国内外に区の魅力を

▼江東区行財政改革計画︵後期︶

▼議案 件を審査のうえ可決

積極的・戦略的に発信する江東
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︶

の策定について等理事者の報
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区民環境委員会
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▼議案３件を審査のうえ可決
▼陳情について審査

厚生委員会
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▼議案１件を審査のうえ可決
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平成 年度改定版について等
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▼陳情について審査

︵３／９︶

部改定について︵案︶等理事

▼豊洲・晴海開発整備計画の一
▼陳情について審査

者の報告を聴取

報告を聴取
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③江東区オリンピック・パラリ

今後の公共施設の整備・改築需

め︑認可保育所を整備
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一般質問

じ

区民が大会を支え

図り国際化を推進する︒

②民泊についての考えは︒

の拡大を検討する︒③区民視点
に立った効果的活用に努める︒
質問 人材育成について問う︒

①人事評価制度について 今後
の進め方は︒ 目標管理制度の
人事評価制度への反映は︒
②職員派遣について︑派遣終了
後の人材をどう活用するのか︒

① 全職員を対象とした

③職員研修の今後の方針は︒
区長

目標管理制度を導入する︒

総

不可欠であると考えるが見解は︒

経験等を活用できる部署へ配置

と連携し協議決定に努めた︒

教育長

合的評定に反映する︒②派遣の

する︒③職務能力やバランス感

区民意識調査を実施し︑計画素

教育施策大綱を区

覚に優れた職員の育成に取組む︒

案を作成した点等である︒

①

質問 国際化と産業・観光施策

②国際交流員について 目指す

①国際化施策の認識はどうか︒

について問う︒

育推進計画を策定し︑４年後を

リンピック・パラリンピック教

していく︒②︵仮称︶江東区オ

部評価委員の点検・評価を実施

外

べきものは何か︒ オリンピッ
ク後を見据えたビジョンは︒

運用方法確立と特別支援教室の

見据え取組む︒③ 巡回指導の

児童数が偏

らず巡回指導等教員が移動しや

環境整備である︒

③産業・観光施策の推進につい

①多文化共生の

て︑今後の展望はどうか︒
地域振興部長

き

高齢者施策及び青少年健全育

なお

明

成施策の充実を求める

むら

⑤区内在住の東日本大震災避難

カード申請促進の取組みは︒

④マイナンバー制度の個人番号

るバリアフリー化の取組みは︒

③公共施設の整備・改修におけ

ける民営化の考えは︒

害者が共に楽しめるイベントを

体制整備を図る︒②健常者と障

配置︑説明会や接遇ガイド等の

区長

症数抑制への取組みは︒

③今後の認知症対策と認知症発

解促進と普及のための取組みは︒

実施する︒③認知症支援ネット

①誘導ブロックの適切な

者への支援策はどうか︒

緩やかな回復基調と

ワークの形成等︑相談・支援の

①

認識しており︑特別区交付金等

充実を図るとともに︑ガイドブ

区長

の財源を活用した過去最大規模

ックを活用した啓発を推進する︒

人口増に伴う

の予算である︒

年度にはセンター職員が本

庁に一元化されるが︑取組みは︒

①

質問 青少年の健全育成を問う︒

年度

新たな施設整備等の財源確保と

して積み立てている︒②

に区立保育園の民営化を検討し︑

リアフリー新法に基づき︑環境

うな体制と方針で臨むのか︒

ひきこもり等支援事業はどのよ

②青少年センター休館に伴い︑

整備を進めている︒④区報等に

③青少年センターにおける団体

年度に計画に盛り込む︒③バ

よる周知と窓口説明等で申請促

登録制度の現状認識と対応は︒

④中学校入学後に不登校になる

ケースが多いと聞くが︑対策は︒

討委員会を設置し︑推進方針を

体験を重ね醸成に努める︒③検

域ボランティア活動への参加等

良好で次の展開を考える︒②地

との公平性や受益者負担の観点

継続実施する︒③他の公共施設

る︒②別会場を設け︑同規模で

ながる相談体制の整備を検討す

地域振興部長

①学力調査等の結果も

検討する︒④不登校未然防止連

から課題があるため︑登録制度

教育長

絡会等を通し抑制に努める︒

の見直しを検討する︒

②障害者スポーツについての理

職員によるソフト面の取組みは︒

障害者施策について︑施設面・

①障害者差別解消法施行に伴う

いて問う︒

質問 障害者・高齢者施策につ

①課題解決につ

進に努める︒⑤訪問や相談等き

め細やかな支援を継続する︒

質問 本区の教育施策を問う︒

①こうとう学びスタンダードの

総括と今後の取組みはどうか︒

②五輪・パラリンピック教育に
すい配置案を検討した︒

ィアマインド醸成への考えは︒

前期計画との違

公
たか

高村直樹

質問 区政運営について問う︒

ついて︑こどもたちのボランテ

視点が重要である︒②

会等を通して理解啓発し︑発達

③今後の英語教育の充実方策は︒

説明
にない視点での本区の魅力発信

障害児童への指導を充実させる︒
与すると考える︒③ものづくり
技術のＰＲによる販路拡大や︑
区内周遊マップの作成を行う︒
質問 教育施策について問う︒

①教育推進プラン・江東︵後期︶
について 教育制度改革一年間
の舵取りは︒

いは︒ 今後の推進体制は︒
②五輪・パラリンピック教育へ
の取組みでは︑本区の独自性を
出し強力に推進するべきでは︒

年度予算編成について 経

済動向の認識と予算への反映は︒

①
変更にあたっての課題は︒ 巡

特定目的基金の目的は何か︒

制度

回指導の拠点校設置への考えは︒

③特別支援教育について

区政運営︑教育施策︑障害者・

と考える︒ 本区の国際化に寄

日本人

オリンピック・パラリンピック教育の推進を
【授業の様子】

を目指す︒
盛り上げる機会を創出する︒
外国籍の国際交流員を任用し来

質問 地方創生について問う︒
質問 マンション対策を問う︒

︵要 旨︶

①地方創生に対する区の認識は︒
①ワンルームマンションの増加

訪者と交流できる素地の醸成を

②本区の総合戦略の位置づけは︒

協力で︑日本全体を活性化させ
③総合的なマンション対策につ

に伴う地域への配慮はどうか︒

ることが本旨である︒②子育て
いての今後の考え方はどうか︒

①東京と地方の

支援に特化した取組みとした︒
都市整備部長

政策経営部長

質問 中央防波堤埋立地を問う︒

るマンション管理人配置を検討

①条例改正によ

①帰属問題の解決に向けて区内
する︒②他自治体等の動向を注

こ

（ア）

区民の犠牲の上に造成された
中央防波堤埋立地の帰属問題は

民
こう

部で十分に検討し︑実現性のあ
視し対応策を検討する︒③地域
特性に応じたバランスの良いま
ちづくりを事業者に指導する︒

新たな人事評価制度や
職員派遣の実施により

え

み

優秀な人材育成に努めるべき

ま

維民ク
ふく

年度予算編成にお

福馬恵美子
質問 平成

歳入環

ける歳入確保について問う︒
①歳入確保策について

境好転の中で予算編成方針に掲
げた理由は︒ インセンティブ

各部局

（イ）

２０２０年までに解決すべき

かわ

る解決策を都に提案すべき︒

区長 ①本区の主張の実現に向

質問 ２０２０年東京オリンピ

予算制度導入の評価は︒
②私債権回収の取組みの成果︑

ック・パラリンピック開催につ
いて問う︒

今後の見通しと考え方は︒

① 継続・安定的な区民

源確保が必要である︒

サービス提供のため︑一層の財

区長

③起債の考え方と方向性は︒

①︵仮称︶江東区オリンピック・
パラリンピック開催準備プラン

大会への区民の関わ

について どのように実現させ
るのか︒

りは︒ 外国人来訪者へのおも

のコスト意識向上に寄与した︒
②奨学資金等で弁護士事務所へ

（ア）

②行財政改革計画︵後期︶にお

29

自
ほり

年度当初予算につ

堀川幸志
質問 平成

いて問う︒
① 年度当初予算の評価は︒
②予算編成の特徴は何か︒
③区長 期目初の予算として山
﨑カラーがどう現れているか︒
区長 ①区民要望に応え︑未来
への発展に向けて加速する予算
である︒②区民が安心・安全か
つ快適に過ごせるよう多方面に
わたり各施策を充実させた︒③
公約に沿った 万区民の信頼と
負託に応える予算を編成した︒
質問 長期計画の展開２０１６

けた実効性ある方策を検討し︑
大田区との協議が緒に就く適切

について問う︒
①豊洲市場移転整備について

な時期を見据え︑毅然とした姿

都へ早期開

勢で解決に向けて取組む︒

千客万来施設の現況と見通しは︒
観光施策への対応はどうか︒

年の長期計画策定時

②今後の財源計画と財政負担に
ついて

①

今後の見通しはどうか︒

から財政規模が増大した主な要
因は︒
政策経営部長

民間活力を

設を訴えており︑事業予定者の
決定を注視する︒

生かし効果的なＰＲを検討する︒

てなしの取組みはどうか︒
開催準備推

② 各種基金の積立や扶助費︑

①

政策経営部長

28

（イ）

全ての保護者の理解と協力が

指定管理者制度が導入される
【青少年センター】

FAX（3647）0430

電話（3647）3548

区議会事務局調査係

（ウ）
（ウ）

（ア）

（ア）

システム関連経費等の増である︒

（イ） （ア）

29

（イ）

（イ）

本紙に関するお問い合わせ

（イ）

（イ）

（ア）

（ア）

（ア）

（ア）
（イ）

帰属問題の解決を
【中央防波堤埋立地】

（ア）

（イ）

（ア）

（ウ）

（ア）

（イ）

28

50

（イ）

28

の委託による成果があり︑委託

28

（イ）

（ウ）
（イ（
）ア）

進本部で進捗管理を行い︑実現

（ウ）

（イ） （ア）

（イ）

3

（イ） （ア）
27

４年間は堅調な推移を見込む︒

（ア）

（ア）

28

（イ）

（ア）

（イ）

平成28年5月21日（土）
こうとう区議会だより
第 290 号（3）

（ウ）

お

不要不急の予算執行を見直し
区民の暮らしを支える

産

区政運営を行うべき

共
よし

そえや良夫
質問 ２０１６年度予算編成に

ついて問う︒
①アベノミクスで貧困と格差が
拡大し︑失敗は明らかであるが︑
区の見解はどうか︒
②暮らしと景気を悪化させる消

実施す

ない経路変更計画の撤回要請を︒

年度に設計に着手
生活に配慮した方策を策定する

は考えていないが︑区民の日常

①重大な障害が起こると

行財政改革

区長

する予定である︒
よう︑国に申し入れる︒②万全

る社会保障費削減の中止要請を︒
①ＰＫＯ派遣の自衛隊によるか

質問 平和と憲法問題を問う︒

︵木︶は議員による区政一般質

なお︑６月８日︵水︶・９日

国民健康保険料︑後期高齢

③憲法問題について

区長 ①本区の歳入環境は好転

政運営を切り替えるべき︒

一部を活用すれば実現可能︒区

化の中止を︒ため込んだ基金の

職員数の確保を︒

保育園民営

行政需要に見合った

障害者のための多機能施設の

問題について問う︒

質問 羽田空港発国際便の増発

る真摯な対話が必要と考える︒

る︒ 平和的解決には外交によ

向と政府及び国会の動向を見守

えはない︒③ 今後の国民の意

と理解する︒②廃止を求める考

容される範囲内の国際貢献活動

しん し

定例会中の委員会日程は次の

オリンピック・パラリン

特別委員会

清掃港湾・臨海部対策

議会運営委員会

区民環境︑文教委員会

厚生︑建設委員会

企画総務委員会

とおりです︒
／

／

／

／

／

／

医療・介護保険制度特

特別委員会

防災・まちづくり対策

ピック推進特別委員会
／

／

別委員会

28

の更なる軽減を行う︒
る考えはない︒ 制定する考え

計画に基づき適正化に努める︒
な安全対策の実施について国へ

はない︒

方針を見直す考えはない︒
要請する︒③必要に応じて教室
型説明会の開催を求める︒④撤
回を求める考えはない︒

年第２回区議会定例会

次回定例会の
お知らせ︵予定︶
平成

④来年度予算と区政運営につい
けつけ警護は︑武力行使を招き︑

日間で開

は︑６月８日︵水︶から６月
日︵火︶までの会期

て
憲法９条違反であるが見解は︒

かれます︒

者医療保険料及び介護保険料の
②日米軍事同盟強化のための安

引き下げを︒

子育て・教育
を守っていくべき︒

現行憲法

中小企業支援

舞金の創設を︒
の負担軽減を︒
に基づく平和外交を求めよ︒

憲法９条

として住宅リフォーム助成の実

しており︑一定の効果があった

①航空機騒音について︑学校や

①憲法９条の下で許

と考える︒②増税中止を求める

保育園など区民の日常生活に重

20

総務部長

考えはない︒③要請する考えは

大な障害と健康被害を招くが︑

②大惨事の危険もあるがどうか︒

21

施を︒ 公契約条例の制定を︒

ない︒④ 引き下げる考えはな

区の見解はどうか︒

創設する考えはない︒

問が行われる予定です︒

特養ホームの増
保関連法の廃止を国に求めよ︒

21

費税増税の中止を国に求めよ︒

特別養護老人ホームの増設を
【区内１５か所目の特別養護老人ホーム（イメージ）
】

設を︒ 重度介護手当や入院見

③国に医療・介護の負担増とな

28

17 16 15 14 13

22

学校教育や部活動への
地域の人材の活用を

民

推進していくべき

自
まこと

にしがき誠

質問 学校を核とした地域づく

りの推進と教育現場の機能向上
について問う︒
①地域住民の知見を活用するた
め︑﹁本区教育委員会版人材バ
ンク﹂を新設し︑学校を核とし
た地域づくりを推進しては︒

②中学生の声による見守り放送

醸成と犯罪抑止力の向上を︒

守りを呼びかけ︑地域の意識の

ており︑既に都と協議中である︒

着場の整備は重要であると考え

競技会場も整備されるため︑船

で自己有用感の向上を図るとと

もに︑英語による放送で五輪・

パラリンピックの機運醸成を︒

本会議の傍聴

意見書及び決議
︵要旨︶

北朝鮮による核実験及びミサイ

ル発射に対し断固抗議する決議

去る１月６日︑北朝鮮は︑水

素爆弾の実験を実施し︑２月７

日には︑我が国をはじめ関係諸

会議は︑どなたでも傍聴するこ

区政の重要事項を決定する本

これは︑国連安全保障理事会決

する弾道ミサイルを発射した︒

かかわらず︑﹁人工衛星﹂と称

国からの強い自制の申入れにも

とができます︒庁舎５階の都市

議や日朝平壌宣言に明確に違反

〜 区議会からのお知らせ 〜

計画課横が入口となっており︑

している︒今般の核実験及び弾

負担を軽減させるとともに︑生

③学校図書館を担当する教員の

時数を更に拡大すべきでは︒

画的に配置するとともに︑配置

防災行政無線の活用等を含めた

②教育現場と連携を図りつつ︑

つ︑活用方法を検討していく︒

限定されていることを踏まえつ

総務部長

反する行為を今後行わないよう

に国連安全保障理事会決議に違

厳重に抗議するとともに︑北朝

道ミサイル発射に対し︑重ねて

手続きの必要はありません︒

傍聴の際には諸注意を守って

入場して下さい︒

徒の読書量を増やすため︑中学

総合的な観点から研究していく︒

②学習支援員を目的に応じて計

校へ学校司書を配置すべき︒

質問 豊洲地区の商店街のさら

情報提供を行っていく︒②今後

人材情報の有効活用と学校への

は重要であるが事業者ニーズや

地域振興部長

力発信のための今後の取組みは︒

活動のあり方を検討する委員会

質問 有明地区への防災船着場

等︑地域活性化を推進していく︒

日以降︑熊本

て速やかに全ての核を放棄し︑

ＩＡＥＡの査察を受け入れ︑朝

鮮半島の非核化に取り組み︑更

強く求める︒以上︑決議する︒

公立学校の施設整備費に関する

意見書

︵衆・参議院議長︑内閣総理・

財務・文部科学大臣あて︶

公立小中学校は︑その多くが

改築・改修の時期を迎え︑老朽

化した学校施設の改修等が喫緊

の課題となっている︒こどもた

ちの安全な学習︑生活環境を守

るため︑また︑地域の安全安心

のためにも︑各自治体は学校の

施設整備の一層の推進が必要で

月

県で発生した地震の被害により

ある︒平成 年度の全国の自治

年

亡くなられた方々に謹んでお悔

平成

鮮が︑これまでの諸合意に従っ

④地域人材を活用し︑中学校部

なる活性化について問う︒

︵定員１０５名︶

活動での外部指導員を充実させ︑

①都に有明地区への水陸両用車

①放送が緊急事案に

教員が教員にしかできない業務

のスロープ整備を求めるべき︒

も適切な時数で配置し︑支援の

技術面から現時点では困難であ

②豊洲地区の商店街の更なる魅

更なる充実を図る︒③小学校と

る︒②これまでもイベントの実

①これまでの

中学校とでの学校司書の役割や

施等の支援を実施しており︑今

教育委員会次長

導入効果等の違いを踏まえ︑今

後も外国人観光客の受入れ支援

を開催し︑教員と外部指導員の

の整備について問う︒

①スロープ拡充

年度に部

役割分担を明確にした︑より効

①有事に備え︑重油の運搬等が

後検討していく︒④

果的な運用方法を検討していく︒

できる防災船着場を有明地区に

熊本地震による
被害へのお見舞い

に専念できる体制を整えるべき︒

児童の見守りを呼びかける放送を
【防災行政無線】

質問 防災行政無線のさらなる

整備するよう都に要望すべき︒

被災された方々に衷心よりお見

やみを申し上げますとともに︑

かつ︑円滑に実施できるよう早

校施設整備事業について︑確実

体が計画している全ての公立学

面に続く︶

急に必要な財源を確保すること

舞い申し上げます︒

皆さまの安全と一日も早い復

︵
を強く要望する︒

声の区議会だより（カセットテープ・CD・デイジー版CD）を貸し出しています。
問い合わせ先 障害者福祉センター 電話（3699）0316 FAX（3647）4918

声の区議会だより

6
6
6
6

整備を︒

い︒ 引き続き用地の確保に努
める︒

活用について問う︒

興を心よりお祈り申し上げます︒

5

（オ）

③教室型説明会を国に求めよ︒

28

（カ）

（ア）

待機児童の解消を早期に図る

区長

①五輪・パラリンピック

①防災行政無線で下校児童の見

14

（キ）
31

④住民の安全も環境悪化も顧み

4

（ケ）

6
6

（イ）

（オ（
）エ）

とともに︑４月から保育料負担

28

（イ）

6
6

（ウ）

（カ）

（ク）

（イ）
（ウ）
（ア）

28

（ケ）

（ク）

（イ（
）ア）

（ア）

（キ）

（エ）

第 290 号（4）
こうとう区議会だより
平成28年5月21日（土）

妊娠期から出産後までの
切れ目のない支援で

お

①本区の健康寿命の現状は︒
②健康増進事業の利用効果は︒
③体組成等の計測機器を取入れ︑
運動効果を可視化してはどうか︒
④医療保険と連携し︑レセプト
情報の分析結果等を活用しては︒
健康部長 ①都の平均未満であ
るが延伸している︒②健康増進

地下鉄８号線の早期着工と
公園内に保育所を整備して
保育待機児童の解消を

無所属
たくみ

いは承知しており︑実現が図れ
るよう努める︒④地下鉄建設基
金を区の姿勢として示している︒
質問 保育待機児童対策を問う︒

①今年４月の待機児童数は前年
を上回ると考えるが区の見解は︒
②保育定員増に向けた具体策は︒
③保育待機児童の解消に向けて︑

将来の生活困窮予防に役立つ
若年層への金融教育を
積極的に実施すべき

維民ク

かなめ

都が 年度までに実施する方向

であるため動向を注視していく︒

③職業紹介等︑一人ひとりの実

く︒④消費者講座事業の中で出

関係機関と連携し充実させてい

︵衆・参議院議長︑内閣総理・

求める意見書

児童虐待防止対策の抜本強化を

意見書及び決議
︵要旨︶

前講座を実施しており︑老人ク

総務・法務・文部科学・厚生労

情に応じて対応するとともに各

ラブやこども会に情報提供する︒

①待機児童を

公園内に保育所を整備すべき︒

援事業及び金融リテラシー向上

質問 生活困窮者自立相談等支

得て︑有効性を検討する︒

状難しいが︑推進地区の情報を

費者教育に取組んでいる︒

負担感の増大などに起因した児

低下︑子育ての孤立化や不安︑

だ

質問 地下鉄８号線︵豊洲〜東

こども未来部長

について問う︒

質問 環境・温暖化対策を問う︒

童虐待の相談件数は増加してお

よし

陽町〜住吉︶着工に向けて問う︒

抱える地域と解消する地域が出

①自立相談支援及び住居確保給

①持続可能な社会を目指す取組

り︑内容が複雑で解決が困難な

くに

明

児童虐待を防ぐべき

公
かわ

を図る︒③健康センターに測定

①着工の命運を握る国土交通省

てくる︒②保育士の処遇改善や

付金支給事業の１年間の成果と

みについて エネルギー消費量

ケースも増加している︒児童虐

働大臣︑国家公安委員会委員長

質問 児童虐待の取り組みにつ

機器を設置しており︑今後も健

交通政策審議会の答申について

公有地利活用等を含めた保育所

今後の事業のあり方への見解は︒

の単位﹁ＴＪ ﹂が分かりにくい

待防止対策の抜本強化を図るた

いし

小・中学校で税の学習や消

いて問う︒
康管理への意識を醸成していく︒

国交省や都へどのような働き

整備に努める︒③効果的な策と

ため︑誰もが分かる数値管理を

め︑被虐待児童の施設退所後や

⑤

①増加する児童虐待の背景は︒
④医療費分析も参考に医療費適

国交大臣

②生活設計のアドバイスを行う︑

ＣＯ２の排出

要

②
﹁ゆりかご・とうきょう事業﹂
正化に資する取組みを検討する︒
かけを行ったのか︒

認識し︑木場公園や他の公園で

実践的な取組みである家計相談

行うべきでは︒

里親委託後のきめ細かなアフタ

吉田

を具体的にどう実施するのか︒
質問 四神について問う︒

への申し入れで政府側の反応は︒

の可能性を検討し調整を進める︒

支援事業を実施してはどうか︒

量を明示するカーボンフットプ

改正国家戦略特区法を活用して︑

③虐待予防のための区の対策は︒
①ハネカメを江東四神像の玄武
区の見通しと取組みはどうか︒

質問 喫煙マナー向上を問う︒

③母子世帯・障害者世帯に対す

おおやね匠

④出前型の取組みで︑事業への
に見立てているが︑正式な玄武

②８号線整備と東京メトロ株売

①豊洲シビックセンターに喫煙

に寄与しており新たな施策展開

参加に消極的な区民の支援を︒
像を新たに亀戸梅屋敷に設置し︑

却の関連性について区の認識は︒

る困窮者支援策はどうか︒

リントを活用した数値の﹁見え

ーケア事業などを含む︑児童虐

家庭や地域における養育力の

のスペースを早急に設けるべき︒

テラジュール

あて︶

⑤虐待を受けたこどもに対する
観光資源として活用しては︒

年前の開校記

待防止対策強化プロジェクトの

③枝川小学校の

る化﹂を導入すべきでは︒

区長 ①子育てに対する不安感

④お金に関する学びの場︑相談

念誌にも記載された︑枝川・塩

②歩きたばこ・ポイ捨てを抜本

があると認識している︒②すべ

早期実現と︑児童相談所の体制

的に改善するため︑罰則規定を

②東京五輪・パラリンピックを

浜地区へ︑地元期待の駅設置を︒

窓口について区の見解はどうか︒

ての妊婦と面接し︑子育てに関

強化策及び︑これらの予算措置

聞きなれな

︵衆・参議院議長︑内閣総理・

動の安全対策を求める意見書

学校管理下におけるスポーツ活

の拡充を強く要請する︒

見据えて︑ごみ分別と公共のご

み箱設置が重要ではないか︒

普及に対

する区の見解は︒ 中立・公平

環境清掃部長

⑤金融教育について
③潮見駅前の喫煙所の煙により︑

な立場で金融に関する幅広い広

い単位であるが︑具体的な管理

盛り込む条例に改正すべきでは︒

駅のすぐ横の歩道が事実上通行

報・学習活動を行う︑都の金融

ＣＯ ２

法務・文部科学大臣あて︶

おり︑検討会における議論を踏

ルールの統一化が必要と考えて

のと認識している︒②都による

ライン等の策定などの安全対策

ける︑事故防止のためのガイド

重要であるが︑学校管理下にお

めに︑スポーツが果たす役割は

こどもの健康な心身を育むた

まえ︑都や他区市町村と連携し︑

が急務である︒重大事故後には︑

ることを求める︒︵

面に続く︶

めの体制づくりを早急に確立す

るスポーツ活動の安全対策のた

必要であり︑学校管理下におけ

をする事故調査委員会の設置が

第三者による調査・検証・報告

族の心のケアを行うとともに︑

速やかに専門家による被害者家

設置の必要性も含め検討する︒

事業者が自主的に進めるべきも

排出量削減に有用と考えるが︑

①
出来ない︒撤去すべき︒もし移

指標を採用している︒

①喫煙場所の確

煙化すべき︒改善を強く求める︒
環境清掃部長

保を検討する︒②課題があるた
め︑粘り強い啓発活動に努める︒
③多くの苦情があることを認識
している︒移設やパーティショ
ン設置等を含め対策を検討する︒

①昨年度を超える支給決

学習特別推進地区を導入すべき︒

④機運醸成に必要な予算計上を︒

土木部長 ①今後︑国内外から

（ア）

現

心理的ケアへの取組みは︒

（イ）

石川邦夫

30

（ア）

設の場合はパーティションで分

する不安等を早期に把握しつつ︑

ちを支援する事業を行っており︑

多くの観光客の来訪が見込まれ

都へは優先的に整備

（イ）

（ア）

出産後も含め︑切れ目なく支援
していく︒③しつけに関する不

今後︑事業の拡充を図っていく︒

るため︑設置機運が高まった際

①

大臣から重要な路線
区長

定件数があり︑効果が現れてい

るため︑更なる周知と関係機関

（イ）

安が多いため︑しつけ方法を学
べる事業を実施していく︒④出
前型事業を行うＮＰＯ団体等と
連携・協働して支援していく︒

質問 感情のコントロールが苦

は︑設置場所を含め︑検討する︒
区長

する路線として強く国に示すよ
う求め︑国へも重要性を十分説
明した︒

地下鉄8号線の早期着工を望む
【地下鉄8号線（豊洲〜東陽町〜住吉）の延伸】

と考えている旨の発言があった︒
大きな期待と実現まで強く働
き掛ける︒②株の問題も併せて

等との連携強化を行う︒②国や

生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う
【生活支援相談窓口】

（イ）

考えるべき︒③地元の長年の想

区議会だよりの配布に関するお問い合わせは全戸配布コールセンターへご連絡ください。
電話（3950）
3070 ※開設日時：平日及び配布日（午前9時〜午後7時）

区議会だよりの全戸配布

⑤ボランティアが直接こどもた

手なこどもへの対応を問う︒
①いじめや暴力の予防のため︑

①体罰防止の

アンガーマネジメントの導入を︒
教育委員会次長

研修として︑怒りを理解し︑適

（ア）

（イ）

（イ）
（ア）

56

（ア）

（ウ）

（ウ）

切な行動ができるアンガーマネ
ジメントの導入を検討する︒
質問 江東区民の健康づくりに

ついて問う︒

6

新たな玄武像設置を
【亀戸梅屋敷】

平成28年5月21日（土）
こうとう区議会だより
第 290 号（5）

循環型社会の実現に向け
区民との協働による
リサイクルを推進すべき

公 明
いさむ

⑤居住支援を拡充すべきでは︒
⑥ 年度のＣＩＧ推進の展開は︒
⑦ヒートアイランド対策は︒

①

⑧魚釣場の緑化充実の継続を︒
都市整備部長
新たな地域

の事業化に着手する︒
を協議会に発展させる︒

懇談会
協議

会で検討する︒ 地域ごとに有

保育料減免制度の拡充や
給付型奨学金の創設など

き

産

子育て支援策の充実を

共
おお つ

大嵩崎かおり

努める︒④実効性の高い制度を

までに ％を目指す︒③把握に

就学援助の拡充を︒

①こどもの貧困対策について

だ

年度

見極める︒⑤対象者の拡充を検
学金の創設を︒

ほそ

効な支援を検討する︒②

質問 水銀水俣条約︑環境リサ

討する︒⑥引き続き区民等と連
療費無料化を︒ 国に児童扶養

勇

①水銀水俣条約に対する見解は︒

イクルについて問う︒

蛍光管︑
携していく︒⑦緑化推進等︑熱
手当拡充と生活保護費削減撤回

細田

乾電池の分別回収による効果は︒
環境の改善を進めている︒⑧引
を求めよ︒ こどもの貧困実態

質問 子育て支援を問う︒

水銀血圧計等を区民まつりで
き続き利用環境の改善に努める︒
の調査を︒

専門部署の設置を︒

歳までの医

給付型奨

回収する等︑積極的な試みを︒
質問 妊娠期から出産︑子育て

②水銀の回収について

③生ごみの減量への取組みを︒
②保育施策について

ついて問う︒

期にわたる切れ目のない支援に

資源化
①ゆりかご・江東事業の
状況は︒ 育児パッケージは︒

準備

④区民協働でリサイクル推進を︒
⑤循環型社会について
中間処理業務委託の準備状況は︒

①条約の趣旨を

環境教育の推進を︒

ペットボトル等の回収に新基
準を︒
環境清掃部長
踏まえた対策が必要である︒②

前向きに検討す

拠点回収の約３倍の回収を予
定している︒

軽減策には速やかに対応する︒
引き続き民設民営を進める︒
質問 介護保険について問う︒

①介護報酬の引下げによる影響
を区としても調査すべき︒
②報酬加算について

都に認知

症介護実践者研修枠の拡大を求
めよ︒ 加算取得の支援を︒

児童減少︑高齢化に
対応できる区政運営を

民

今から計画していくべき

自

な用地確保や民間活力の活用も

含めた効果的・効率的な公共施

設の整備手法の検討を進める︒

意見書及び決議
︵要旨︶

無電柱化の推進に関する法整備

②総合管理計画の中で検討して

いく︒③都が計画策定中であり︑

を求める意見書

地域コ

︵衆・参議院議長︑内閣総理・

区の地域特性に合った更なる施

策展開を検討する︒④

①人口増加の影響について 本

行政施策について問う︒

質問 人口減少時代を見据えた

質問 観光地としての江東区に

地区は低い傾向が続くと見込む︒

城東地域が高い一方で︑豊洲

要動向を見込むことは難しい︒

している︒ 現時点で将来の需

設置等︑創出用地の活用を要望

に進めることは重要である︒今

化の取り組みを計画的かつ円滑

観光振興等の観点から︑無電柱

間の確保︑良好な景観の形成や

性の向上︑安全で快適な通行空

地域の活性化を図るため︑防災

地域住民の生活環境の改善や

総務・国土交通大臣あて︶

区の児童数が将来的に減少に向

ついて問う︒

後︑海外からの渡航者の更なる

ミュニティに資する集会施設の

かう変換点は︒ 湾岸地域での

①観光資源としての運河や海辺

増加が見込まれる中︑安全で円

き

今後の更なる人口増を考えると︑

の今後の活用はどうか︒

滑な交通の確保は不可欠である

まさ

今から手立てや対策が必要では︒

②利用者が多い場所にＣＩＧの

ため︑無電柱化の推進に関する

じま

②公共施設整備については︑次

象徴となる道路整備計画を︒

基本理念や責務︑推進計画の策

福祉部長
い︒②

①調査する考えはな
求める考えはない︒

適宜適切な情報提供に努める︒
求める考えはない︒③介護事
業者と意見交換していく︒④増

質問 国民健康保険を問う︒

設に向けて検討を進めている︒

多子世帯の保育料減免制度拡

なか

世代へ有効に橋渡しできるかが

③本区の魅力発信について

定︑補助金制度等を盛込んだ法

中嶋雅樹

③介護予防・日常生活支援総合

課題と考えるが︑本区の見解は︒

のブランドコンセプトを世界に

律案の早期成立を強く要望する︒

国に介護報酬を引上げつつ︑別

事業の報酬単価を引上げるべき︒

③マンションの老朽化と居住者

発信すべき︒ スポーツイベン

意
※見書及び決議の全文は︑区

枠で処遇改善するよう求めよ︒

④特別養護老人ホームの増設を︒

の高齢化による管理組合の機能

トの開催や誘致に取組むべき︒

議会ホームページに掲載してい

担軽減の暫定措置を継続すべき︒

保育料負

不全を未然に防止する取組みは︒

①水上交通・舟

①保険料について

値上げ中止

充を︒

一般財源からの支

を︒ 国に支援金の更なる増額
を求めよ︒

都営住

保

運の充実︑水辺のオープンカフ

区

④既成市街地について

地域振興部長

出縮小は中止し︑保険料軽減対

のような要望をするのか︒

ェ等の整備を検討していく︒②

国や都に︑徴収

高

策の継続を︒

育施設不足はいつまでか︒

区

総合的に緑化を推進していく︒

強化の方針撤回を求めよ︒

年までは年少人口

都や区民︑事業者とも連携し︑

適切な

①

③ ＰＲ動画の制作︑関連イベ

ントの開催等により発信してい

委員会の傍聴

委員会では︑本会議で付託さ

〜 区議会からのお知らせ 〜

ピアンを指導者として招いたス

になりました︒

名︶

年第１回定例会

空きがあれば傍聴ができるよう

の委員会から︑開会後も定員に

なお︑平成

お受け取りください︒︵定員

名︑住所をご記入し︑傍聴券を

区議会事務局で傍聴申込表に氏

方は委員会当日︑議会棟３階の

を行います︒傍聴を希望される

れた議案や請願・陳情等の審査

で︑気運醸成を図っていく︒

ポーツ教室やイベントの開催等

く︒ オリンピアン・パラリン

ます︒

宅の建替えに際しては︑都へど

を中止し公立施設の整備推進を︒

保育所整備の民間委託

（ア）

齢化率は地域間でどう偏るのか︒

（ア）

（イ）

（イ）
も強引な差押え等は中止すべき︒

全国市長

① 引上げを撤

求める考えはない︒

る考えはない︒ 困難である︒

会が要望しており︑改めて求め

回する考えはない︒

生活支援部長

（オ）

徴収対策に取組みつつ︑納付困
難世帯への納付相談を行う︒

区長

を含め︑人口増が続くものと認

識している︒ 柔軟に対応でき

人口の増加・減少に対して、柔軟な施策展開を望む
【臨海部の様子】

る︒③減量化や堆肥化を進める︒
④新たな方策も検討する︒⑤
現段階では難しい︒

助産師確保等を進め
① 拡充する考えはない︒

（ウ）
（イ）

（ウ）

（ア）

（イ）

問題ない︒
教育委員会と連携し推進する︒

区長 ①

区長

無料化の考えはな
都

（オ）

質問 未来をひらく﹁まちづく

区全体

（ア）

（ア）

（ア）
（イ）

（ウ）

（ア）

（エ）

木製玩具を予定する︒

（イ）

（ア）

（イ）

28

ている︒

財政負担を考慮すると時期尚
早である︒

い︒ 求める考えはない︒

の調査を注視しつつ︑研究して

いく︒ 各部署が連携して対応

第２子の軽

する︒② 受益者負担の公平性
を考え終了する︒

（エ）

90

（ウ）

（ウ）

（イ）

る財源の確保を図りつつ︑必要

会議録は、庁舎２階の情報公開コーナーや区内図書館、区議会ホームページでご覧いただけます。

会議録の閲覧

り﹂について問う︒
①不燃化推進について
の不燃領域率 ％に向けた方針
は︒ 北砂地区での今後の展開
は︒ 建築基準法の弾力的運用

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を
【専門職との面接の様子】

（ア）

（ウ（
）イ）

（ウ）

（エ）

（ア）

（ア）

減策を４月に導入し︑国の負担

30

を︒ 新たな地域での取組みは︒
②特定緊急輸送道路沿道建築物
について︑耐震化率の目標値は︒
③老朽家屋等の実態把握を︒
④感震ブレーカー設置の推進と
二方向避難路確保の助成を︒

28

保育料減免制度の拡充を
【区内保育園】

（イ）
（ウ）

31

（ア）

（ア）

（オ）

（ア）

（カ）
（オ）

（ア）

（ウ）

（ア）

（ウ）
（エ）
18
（イ）

（イ）

（ア）
41

（イ）

（ウ）

（エ）

（カ）
（ア）

（イ）

（イ）

70

（イ）

（イ）

（ウ）

（エ（
）ウ（
）イ）

（イ）

（イ（
）ア）

（ア）

（ア）

（イ）

（イ）

（ア）

（ウ）
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外国人観光客の受け入れ環境を
充実させ︑本区の文化・

あや

こ

観光情報を発信していくべき

き

る総合コールセンターの導入を︒
④ＩＣＴを活用した区民協働に

①区民参画のシ

よる課題解決への考えは︒
政策経営部長
ステム等を検討する︒②全面リ
ニューアルの際に的確に対応す
る︒③検討する︒④有効な手段
と認識しており︑研究を進める︒

緑の維持管理や
更なる緑化推進に

まつ

民
よし

ゆき

民間活力を活用すべき

自
しげ

①ブランディングについて
的は︒ 実施想定期間は︒

目

②ブランドコンセプト・ロゴマ
ークを浸透させる具体的施策は︒
③ロゴマークについて

シンボ

ルマークとの使い分けは︒

販

売など積極的活用の検討状況は︒
政策経営部長

① 区外在住者

に向け︑可能なことから実行を︒

⑤高齢者の経験等を﹁おもてな

し﹂に生かせるよう環境整備を︒

⑥ブランドコンセプトからどの

ような事業を展開していくのか︒

⑦来訪者が区の魅力を感じられ

るよう︑催しを開催すべき︒

⑧商業振興と観光施策の実施を︒

広く活用するが︑グッズ販売等

運用する︒ 広報・印刷物等に

施設等の既存の表示は弾力的に

マークを積極的に活用するが︑

ロゴ

⑥介護に音楽療法等の導入を︒

⑤家族の介護負担の軽減を︒

るべく︑長期計画の見直しを︒

④介護基盤の整備を早急に進め

③高齢者が働ける環境整備を︒

であるが︑基準を見直しては︒

して﹁江東防災﹂の発刊を︒

④﹁東京防災﹂のローカル版と

③防災訓練等にペットの参加を︒

で雰囲気を伝える方法はないか︒

ない災害弱者に︑体験に近い形

所見は︒

−
て 豊洲シビックセンターのド
保

①区独自のボランティア

魅力的

を選定する等︑効率的な運用を︒

③管理の手間のかからない樹種

るため︑民間の力を活用すべき︒

②緑の維持管理コストを軽減す

①民間緑化により緑の増加を︒

いて問う︒

①緑化指導による民

先進事例の情報提供に努める︒

機能の強化等を行っていく︒⑥

積極的に整備する︒⑤介護予防

④長期計画を着実に実行しつつ︑

ターの会員数拡充等を支援する︒

期待する︒③シルバー人材セン

域を中心に活動が広がることを

への入会を勧める︒②現在の地

あり︑方策を検討していく︒⑥

いく︒⑤区民との連携は重要で

連携しつつ︑取組みを展開して

促進等を要望した︒④区民等と

ている︒③バリアフリー環境の

８号線延伸等を基本計画に掲げ

依頼は想定している︒②地下鉄

役割だが︑区道等の整備の協力

土木部長

間緑化や開発の際の緑化誘導を

ンディング戦略﹂として取りま

するが︑避難行動要支援者の支

区長

具体的な事業は︑﹁江東区ブラ

とめていく︒⑦大会中も含め︑

援との重複等の課題があるため︑

子育て環境の充実を問う︒

①子育て環境について 子ども

検討していく︒⑧観光推進プラ

消防団等の活動ＰＲを行う︒②

進める︒②区民団体による花壇
管理を行っており︑今後︑地域

家庭支援センターの充実を︒

ンを踏まえた区全体の商業振興

ケーブルテレビでの放映を積極

①共助意識の浸透等に資
を巻き込んでいく︒③生育環境

ボランティア活動の場の提供を︒

のあり方について検討していく︒

の効率化を図っており︑樹種選

による除草回数の調整等︑管理

認識しており︑検討する︒

こども未来部長 ①

施

ニーズは
定や管理方法の研究を重ねる︒

設の優先予約等で支援している︒

的にＰＲする︒③今後は可能な

加するよう促していくべきと考

限りペットと共に地域訓練に参
ピックについて問う︒

える︒④今後の検討課題とする︒

オリンピック・パラリン

①都区間における役割分担は︒

③ユニバーサルデザインの視点

醸成について問う︒

ック・パラリンピックへの機運

２０２０年東京オリンピ

から︑国や都へ的確に要望を︒

①臨海部地域でのまつり開催等︑

②南北路線確保に向けた展望は︒

④国際観光都市等の都市像実現

区の魅力を発信するブランドコンセプト SPORTS & SUPPORTS KOTO City in TOKYO

維民ク
すず

からの認知度や区民満足度の上
昇である︒

としての意識を持たせては︒

重松佳幸
重
高
質問 ２０２０年東京オリンピ

が︑大会後の展開も今後の実績

老人クラブとして位置付けては︒

②高齢等で防災訓練に参加でき

質問 自転車活用政策を問う︒

①自転車走行空間整備とマナー
ック・パラリンピックを問う︒

等を踏まえ検討していく︒②Ｐ

②老人クラブの活動は地域単位

江東区の防災を問う︒

質問 ２０２０年東京オリンピ

向上の取組みはどうか︒
①都が募集・育成する都市ボラ

Ｒ動画の制作やイベント開催等

鈴木綾子

高齢者対策について問う︒

ック・パラリンピックの開催準
②機械式駐輪場の整備は利便性
ンティアと連携した取組みを︒

ライミストの効果検証を︒

は課題を整理し︑対応していく︒

の取組みを展開する︒③

年度までである

備について問う︒
向上等に繋がるため実施すべき︒
②ロープウェイ構想について

水性舗装や遮熱性舗装の導入を︒

福祉部長

区長

育成に取組みつつ︑都市ボラン
ティアの詳細が決まり次第︑調
整する︒② 多くの賛成意見が
あったが︑財源確保等の問題に
関する意見もあった︒

な観光資源となると認識してい
る︒③ 効果検証のうえ︑人が

導入を検討している︒

集中するエリアへの活用を検討
する︒

①現在の老人クラブ

質問 ＣＩＧ事業の永続性につ

①区民に︑隣組的な地元救援隊

①江東区観光推進プラン︵後期︶
③自転車を活用した観光施策を︒

土木部長 ①来年度より整備に

（ア）

名以上の自主団体を第二の

における戦略と今後の取組みは︒

③観光案内所設置について
本的な考え方と整備方針は︒
豊洲駅周辺の民間事業者等と連
携し︑多言語で文化・観光情報
を発信できる拠点を整備すべき︒

英会話研

ハラール食

④商店街での外国人観光客のお
もてなしについて
等への対応状況は︒

①水辺やスポーツ等の視

修をどう支援しているのか︒
区長

組む︒②技術の進歩や普及状況

着手し︑成人層等を対象とした

点から︑戦略的な観光振興に取

を踏まえ検討する︒③ 情報取

自転車教室を実施する︒②導入

事業者と連携した、自転車によるガイドツアーの実施を望む
【コミュニティサイクル】

る連絡会を設置する予定である︒

区の関係部署︑警察等で構成す

等と連携し︑検討していく︒④

を検討している︒③ＮＰＯ法人

得の場として有効であり︑民間

豊洲商店街での実

（イ）

質問 江東区ブランディング戦

会

員

委

基

寄せられた意見は︒

義務教育課程における平和教育に係る課題図書に関する陳情
消滅の危機に瀕する言語の保全及び継承を求めることに関する陳情

④自転車政策の専門部署を設置

文

（ア）

（イ）

②本区独自でのＷｉ Ｆｉ環境

①会場計画等は都などの

消滅の危機に瀕する言語の保全及び継承を求めることに関する陳情
障がい表記へ改めることを求める陳情

（ア）

③大会期間中の暑さ対策につい

区長

企 画 総 務 委 員 会

教

shige

（ア）

し︑施策展開を図るべきでは︒

（ イ）
32

（イ）

（イ）

（イ）

スポーツと人情が熱いまち 江東区

①

付 託 委 員 会
請
願 ・ 陳
情
件
名
◎請願を出すとき
（ア）
不採択となったもの
（ア）
区議会議員の紹介が必要です。
江東区職員執務室の個室等の除去を求めることに関する陳情
企 画 総 務 委 員 会
（紹介議員の署名が必要です。
）
（イ）
区庁舎及び議場における区旗、都旗及び国旗の全ての掲揚等を求めることに関する陳情
（イ） 区 民 環 境 委 員 会 国 に 外 国 人 の 扶 養 親 族 の 透 明 化 と さ ら な る 改 善 を 求 め る 意 見 書 の 提 出 を 求 め る 陳 情
◎陳情を出すとき
区議会議員の紹介は必要ありません。
公立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除を求める陳情
（同趣旨の陳情外1件）
区議会における審議等の扱いは、請願
文 教 委 員 会
保健所等における動物の殺処分に係る施設見学を義務教育課程に含むことを求めることに関す
と同様です。
る陳情
◎書き方について
区庁舎及び議場における区旗、都旗及び国旗の全ての掲揚等を求めることに関する陳情
議
会
運
営
委
員
会
「提出年月日」提出する年月日をご記入
取り下げとなったもの
ください。
厚 生 委 員 会 認可保育園入園申請時の「保育の利用基準」に関する陳情
「件名」おおむね７０字以内でご記入く
初日の本会議で付託され継続審議となったもの
ださい。
朝鮮民主主義人民共和国への非難激化を見据えた在日朝鮮人の人権擁護の強化を求める陳情
「提出者」住所、氏名、電話番号をご記
企 画 総 務 委 員 会
未来の有権者のための模擬投票所設置に関する陳情
入ください。
「江東区スポーツ推進計画」の基本理念と区民の期待・要望に合致しない区立スポーツ施設・
区 民 環 境 委 員 会
「趣旨」要点を箇条書きで簡潔にご記入
プール使用料の値上げ構想に関する陳情
ください。
軽度外傷性脳損傷・脳震とうの周知と予防、その危険性や予後の相談のできる窓口などの設置
「理由」提出に至った経過や内容等を簡
を求める陳情
厚 生 委 員 会
潔にご記入ください。
江東区障害者福祉センターにおける利用者の権利に関する陳情
◎提出及び問い合わせ先
江東区議会議員及び江東区職員による動物殺処分施設の視察を求める陳情
建 設 委 員 会 松島橋公衆トイレ撤去に関する陳情
〒135-8383 江東区東陽四丁目11−28
軽度外傷性脳損傷・脳震とうの周知と予防、その危険性や予後の相談のできる窓口などの設置
区議会事務局議事係
文 教 委 員 会 を求める陳情
電話（3647）3547

小学校における「組体操」の安全性を調査し、その是非を検討することを求める陳情

（イ）

整備が必要と考えるが方針は︒

（ア）
道路交通に負荷をかけずに都心とのアクセスを強化できる
【都市型ロープウェイ構想（イメージ）
】

（ア）

略について問う︒

最終日の本会議で新規付託となったもの

※書き方の例等については、
区議会ホームページに掲載しています。
〔アドレス〕
http://www.city.koto.lg.jp/ac/gikai/

事業者の参入等を検討する︒
既存の外国人観光案内所を活用
商店街連合会でリー

しており︑導入支援のあり方を
検討する︒

施について経費の補助を行う︒
質問 広報広聴戦略を問う︒

①ブランディング戦略について
区民や事業者との連携方法は︒
②ホームページの多言語対応を︒

皆さまからの請願・陳情

区議会は、区政に対する皆さまの要望
を「請願」や「陳情」として、いつでも
受け付けています。

（ア）

（ア）
（イ）
（イ）

30

【請願・陳情の提出方法】

（ア）

③土日祝日や時間外も対応でき

（イ） （ア）

（ア）
（イ）

フレットの作成や研修会を実施

する︒④

（ア）

（イ）

平成28年5月21日（土）
こうとう区議会だより
第 290 号（7）

企画総務委員会

︵５／

明（ 江 東 区 議 会 公 明 党 ） 9名 石川邦夫、磯野繁夫、河野清史、佐竹としこ、関根友子、髙村きよみ、高村直樹、細田
27
16

25

６／ ︶

25

６／ ︶

６／ ︶

25

共

産（日本共産党江東区議団） 7名 赤羽目民雄、大嵩崎かおり、きくち幸江、正保幹雄、菅谷俊一、そえや良夫、山本

無所属

15

市 民（江東区議会市民の声・江東）中村まさ子
16
6名 ネット（江東・生活者ネットワーク）図師和美
きずな（江東区議会きずなを守る会）川北直人

勇、矢次浩二

自由会

きずな

生

ネット

再

民

産

無所属

市

共

文教委員会

︵５／

結果

可決
可決
可決
可決

６／

可決

︶

▼正副委員長を互選

16

可決
可決

６／

25

防災・まちづくり対策特別委員会

︵５／

可決
可決
可決
可決
可決

︶

▼正副委員長を互選

▼議案１件を審査のうえ可決

▼陳情について審査

▼被災者支援の状況について等

理事者の報告を聴取

17

月

日

特別職報酬等審議会の答申に基づき、条例の一部を改正する。
10

維民ク

37

▼東京都に対する要望事項につ

日間で開

特別職報酬等審議会の答申に基づき、条例の一部を改正する。

▼議案１件を審査のうえ可決

︶

23

議決

可決

いて協議

６／

25

25

（○賛成、×反対）
無所属

可決

医療・介護保険制度特別委員会

︵５／

回区議会定例会

日︵火︶・

15
3
地方公営企業法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。

▼正副委員長を互選

年第

日︵火︶から

15
降給制度を導入するため、条例の一部を改正する。

▼陳情について審査

▼介護基盤施設の整備状況につ

いて等理事者の報告を聴取

▼東京都に対する要望事項につ

月

地方公務員法の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備する。
27

明

︶

いて協議

平成

は︑

日︵水︶までの会期

かれます︒

なお︑９月

︵木︶は︑議員による区政一般

質問が行われる予定です︒

定例会中の委員会日程は次の

企画総務委員会

厚生︑建設委員会

区民環境︑文教委員会

議会運営委員会

清掃港湾・臨海部対策

特別委員会

オリンピック・パラリン

ピック推進特別委員会

防災・まちづくり対策

特別委員会

医療・介護保険制度

特別委員会

9

▼陳情について審査

︶

︶

６／１・８・

６／

６／

とおりです︒

／

／

／

／

／

／

／

／

行政不服審査法の施行に伴い、関係条例の規定を整備する。

▼﹁教育推進プラン・江東﹂後

期計画の策定等について等理

２面をご覧ください。

事者の報告を聴取

いて等協議

施設事業について等理事者の

報告を聴取

いて等協議

２面をご覧ください。

▼東京都に対する要望事項につ

議会運営委員会

︵５／

▼正副委員長を互選

▼議会運営について協議

清掃港湾・臨海部対策特別委員会

︵５／

▼正副委員長を互選

▼豊洲新市場における千客万来

▼東京都に対する要望事項につ

オリンピック・パラリンピック

パラリンピック会場計画の再

検討の状況等について等理事

者の報告を聴取

いて協議

１６億６００万円を減額する。

民

要

要

真

無所属（江 東 区 議 会 無 所 属 ）おおやね匠
再 生（江 東 再 生 会12
議 ）見山伸路
自由会（江東・自由を守る会）三次ゆりか
公

概

９億１，０００万円を減額する。

10 10 10 10 10

▼正副委員長を互選

公

博、

維民ク（維新・民主・無所属クラブ） 9名 板津道也、鬼頭たつや、白岩忠夫、鈴木綾子、鈴木清人、徳永雅博、福馬恵美子、やしきだ綾香、吉田

25 ５，６００万円を減額する。
25 ２面をご覧ください。
25
平成27年度江東区後期高齢者医療会計補正予算（第１号）
一般競争入札 契約金額
４億１，６８８万円
江東区青少年センター改修工事請負契約
契約の相手方 新日本・赤石建設共同企業体
１億７，４７６万８，８４０円
19 一般競争入札 契約金額
18
江東区青少年センター電気設備改修工事請負契約
契約の相手方 北総・寺尾建設共同企業体
一般競争入札 契約金額
３億３４８万円
江東区立南陽幼稚園外１校園舎その他改修工事請負契約
契約の相手方 丸三建設工業株式会社
26
随意契約
契約金額
１１６億１，０００万円
江東区立（仮称）第二有明小・中学校新築工事請負契約
契約の相手方 株式会社竹中工務店東京本店
江東区情報公開条例及び江東区個人情報保護条例の一部を
行政不服審査法の施行等に伴い、条例の一部を改正する。
改正する条例
行政不服審査法の施行に伴い、行政不服審査会に関し必要な事項を定める。
江東区行政不服審査会条例
10

自
▼議案 件を審査のうえ可決

自

平成27年度江東区介護保険会計補正予算（第１号）

10

平成28年3月30日現在

高
榎本雄一、釼先美彦、佐藤信夫、重松佳幸、高橋めぐみ、豊島成彦、中嶋雅樹、にしがき誠、星野
里
民（江東区議会自由民主党）13名
堀川幸志、山本香代子（議長）
、米沢和裕、若林しげる

７０億６，４００万円を増額する。 ２面をご覧ください。

10

▼陳情について審査

等理事者の報告を聴取

いて等協議

について等理事者の報告を聴

取

いて等協議

※括弧内は会派等の名称。会派内50音順。 議長（自民）は表決に加わりません。

平成27年度江東区一般会計補正予算（第３号）
平成27年度江東区国民健康保険会計補正予算（第１号）

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
16
15
14
9 8 7 6 5
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法
律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
江東区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
江東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条
例
江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例
江東区長及び副区長の給料等に関する条例の一部を改正す
る条例
江東区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条
例
江東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一
部を改正する条例
江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

▼平成 年度行政評価について

▼東京都に対する要望事項につ

区民環境委員会

︵５／

▼正副委員長を互選

▼議案２件を審査のうえ可決

▼陳情について審査

▼江東区観光推進プランの改定

▼東京都に対する要望事項につ

厚生委員会

会派別所属議員

推進特別委員会

︵５／

▼正副委員長を互選

▼２０２０年東京オリンピック

▼東京都に対する要望事項につ

3月15日議決・区長提出議案

︵５／

名

▼正副委員長を互選

件

▼陳情について審査

第1回定例会で審議した議案一覧

▼江東区老人福祉センター及び

６／ ︶

15

江東区児童・高齢者総合施設

の指定管理者の選定手続きに

ついて等理事者の報告を聴取

▼東京都に対する要望事項につ

いて等協議

建設委員会

︵５／

▼正副委員長を互選

▼陳情について審査

▼江東区立自転車駐車場の指定

管理者の選定手続きについて

等理事者の報告を聴取

▼東京都に対する要望事項につ

いて等協議

議案の審議結
議案の審議結果
25

第 290 号（8）

こうとう区議会だより

平成28年5月21日（土）

22

可決
可決

江東区消費者センター条例
江東区産業会館及び商工情報センター条例の一部を改正す
る条例
江東区敬老祝金支給に関する条例の一部を改正する条例

消費者センターの設置、組織、運営等を定めるため、本条例の全部を改正する。

可決

商工情報センターの施設を廃止するため、条例の一部を改正する。

可決

敬老祝金を改定するため、条例の一部を改正する。

可決

江東区建築審査会条例の一部を改正する条例
江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正す
る条例
江東区立都市公園条例等の一部を改正する条例

建築基準法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。

可決

道路占用料を改定する。

可決

使用料及び公園占用料を改定する。

可決

江東区普通河川管理条例の一部を改正する条例

使用料を改定する。

可決

江東区事務手数料条例の一部を改正する条例
江東区区民体育館条例の一部を改正する条例

可決
可決

○

可決

不在・辞退の連絡は

全戸配布コールセンターへ

／

地方公務員法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。

長期間留守にする方や配布不

使用料を改定する。

電話 ︵３９５０︶３０７０︾

文教委員会

︵

可決

︶

平成２８年度江東区国民健康保険会計予算

２面をご覧ください。

平成２８年度江東区介護保険会計予算

可決
可決

可決
可決
可決
可決

枝川在宅介護支援センターの廃止に伴い、条例を廃止する。

28

介護保険法の一部改正等に伴い、条例の一部を改正する。

15

10

︶

大井 哲爾氏の選任に同意する。

平成２８年度江東区一般会計予算に対する修正動議

２面をご覧ください。

可決

16

可決

24
可決
10
可決
22

︶

国民健康保険料の改定に伴い、条例の一部を改正する。

江東区副区長選任同意方について
3月30日議決・議員提出議案

可決

／

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護
予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を
改正する。

／

江東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指
定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
江東区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例
江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

可決

︵９／ ・

地方自治法第２９１条の３の規定に基づき、規約の変更に係る協議を行う。

▼議会運営について協議

︵８／

路交通の円滑化について等理

事者の報告を聴取

▼新木場・若洲地区における道

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正等に伴い、条例
の一部を改正する。

清掃港湾・臨海部対策特別委員会

平成２８年度江東区後期高齢者医療会計予算
水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する
条例の一部を改正する条例
東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る協議につ
いて
江東区在宅介護支援センター条例を廃止する条例

平日及び配布日

／

森下児童館の改築に伴い、使用料を改定する。
： ：
公立学校の学校医、学校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
令の一部改正等に伴い、条例の一部を改正する。

午前９時〜午後７時

▼議案１件を審査のうえ可決

▼陳情について審査

▼豊洲図書館の整備について等

理事者の報告を聴取

▼通学区域の変更について協議

議会運営委員会

江東区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例
江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正
8
する条例
22
江東区児童館条例の一部を改正する条例
江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
10
公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
3月30日議決・区長提出議案10
平成２８年度江東区一般会計予算

要の方など︑配布についてのお

可決

問い合わせ等は全戸配布コール

地方公務員法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。
道路運送法の一部改正、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行
等に伴う手数料新設のため、条例の一部を改正する。
深川スポーツセンターの改修に伴い、施設及び利用料金を改める。

センターへご連絡ください︒

可決

︽全戸配布コールセンター

社会情勢に適応する必要があるため、条例の一部を改正する。

開設日

可決

開設時間

社会情勢に適応する必要があるため、条例の一部を改正する。
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同意
否決

※議案等の審議結果は、区議会ホームページにも掲載しています。

3

日の本会議では︑区長

30

中央防波堤埋立地の
帰属問題

月

からの中央防波堤埋立地の帰属

問題に関する発言に続き︑山本

香代子議長から﹁江東区議会は︑

我々議員一同︑帰属問題の解決

に向け︑今後もこれまでと同様︑

次回の発行は、6月を予定しています。

行政と共通の認識を持ち︑歴史

的経緯を踏まえながら︑区民︑

行政︑議会が一体となった取り

組みをしていく︒﹂旨の発言が

ありました︒

会派名称の変更

維民ク︶の会派名称が︑

維新・民主・無所属クラブ

︵略称

民進ク︶に

年４月１日付で︑民進党・無

所属クラブ︵略称

>

変更になりました︒

あとがき
<

本号が任期中最後の広報委員

会による編集になります︒

本 香代子

この間︑委員一同︑区民の皆

としこ

様に親しまれる﹁こうとう区議

山

竹

めぐみ

会だより﹂となるよう心がけて

議

佐

橋

夫

まいりました︒

副 議 長

野 繁

子

ご愛読誠にありがとうござい

広報委員 高

綾

雄

ました︒

広報委員 磯

木

幹

区議会広報委員会

広報委員 鈴

保

長

広報委員 正

区議会だよりの発行予定
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