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お散歩いってきまーす！！
【森下保育園】

平成28年第3回定例会

9月23日〜10月24日

平成28年度補正予算を可決
「区内保育事業者の人材不足を解消する就職支援事業」
など
平成27年度各会計歳入歳出決算を認定
32

28

10

日に閉会しました︒

24

平成 年第３回区議会定例会は︑９月 日に開会し︑

日間で︑ 月

27

会期

28

今回の定例会では︑﹁平成 年度江東区一般会計歳

26

入歳出決算﹂や﹁平成 年度江東区一般会計補正予算

民︶

勇 ︵公 明︶

26

︵第２号︶﹂など 案件を審議し︑全案件を可決・認

23

定・同意しました︒

雅 博 ︵民進ク︶

日・ 日の本会議では︑区政一般について︑

産︶

９月

徳永

幹 雄 ︵共

雄 一 ︵自

正保

民︶

榎本

細田

高 橋 め ぐ み ︵自

忠 夫 ︵民進ク︶

や し き だ 綾 香 ︵民進ク︶

白岩
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直 人 ︵無所属︶

●一般質問（要旨）
··························3〜7面

委員会の動き

川北

タブレット端末を試行導入

民︶

豊洲市場問題に関する意見書を提出 ●議案の審議結果························· 8面

伸 路 ︵無所属︶

●皆さまからの請願・陳情 ·········7面

見山

予算審査・決算審査の概要

き く ち 幸 江 ︵共 産︶

····4・6面
●第3回定例会·······································2面 ●意見書及び決議（要旨）

雅 樹 ︵自

主 な 掲 載 内 容

中嶋

を明示して議員にご通知くださるよう強くお願い申し上げます。

清 史 ︵公 明︶

実費を伴う行事や会費が必要とされる催しの案内状には、会費

明︶

地域・区民の皆さまと適正・良好な関係を保っていくため、

河野

した行為は原則罰則の対象となります。

髙 村 き よ み ︵公

選挙法により、いかなる名目であっても禁止されており、そう

の各議員が質問を行いました︒

政治家が選挙区内の住民や団体等に金品を贈ることは、公職

豊洲市場問題に関する意見書を提出
タブレット端末の試行導入について掲載
︻詳細は２面︼

議 員 の 寄 附 行 為 の 禁 止について

23

道也︵
民進ク
︶

▽委員長

鈴木 清人︵

山本香代子︵自民︶

年度決算審査特別委員会

▽副委員長

議長を除く全議員

民進ク
︶

▽委員

27

予算審査・決算審査の概要

髙村きよみ︵公明︶

28

第３回定例会

▽委員長

板津

年度予算審査特別委員会

▽副委員長

議長を除く 名

24

23

取組む︒④地域包括ケアシステ

▽委員

5

10

域住民の理解を深めることが重

徹底と少数精鋭による区政運営

10

23

初日の本会議︵ 月 日
ム︶
構築を進め︑外国人対策は地

会期の決定︵ 日間︶
︻ 月 要日
月
︼務員倫理の
と〜
認識す
る︒日
⑤公

区長の招集挨拶

21

29

日までの

江東区議会では、議会のペーパーレス化を促進するため、本年６
月の第２回定例会から、タブレット端末を試行導入しました。
これにより、会議中に端末の画面上で資料を閲覧できるようにな
りました。
現在は、原則として、端末上の資料と、紙の資料とを併用してい
ますが、徐々に紙資料を減らしていきます。
今回の定例会では、本会議や、議会運営委員会、予算・決算審査
特別委員会等で端末を試行活用しており、平成２９年第１回定例会
からは、新たに、企画総務委員会でも、端末の試行活用を開始する
予定です。
今後、端末を活用する会議の範囲をさらに拡大し、より一層の紙
資料削減に取り組んでいきます。
また、端末は、会議での利用以外にも、行政資料の閲覧や情報伝
達のためのツールとして使
用できるほか、区民への説
明の際などにも活用できま
す。
引き続き、端末の活用に
ついて検討を進めるととも
に、更なる議会改革の推進
に取組んでいきます。

27

９月 日から 月

〜省資源・省エネルギーの循環型社会の構築に寄与〜

9

日に開会され︑一般会

90億6,397万5,334円

9

９月

2,850億7,913万81円

32

で組織のレベルアップに繋げる︒

2,941億4,310万5,415円

諸般報告

1億84万7,622円

議会のペーパーレス化を促進

５日間にわたり︑各歳入歳出決

79億3,531万5,481円

タブレット端末を試行導入

計補正予算︵第２号︶及び介護

80億3,616万3,103円

計

２０
区出資法人の経営状況説明書類の提
出２０年東京オリンピ

14億7,304万5,248円

合

算の質疑を行いました︒

272億4,307万8,872円

会

保険会計補正予算︵第１号︶に

287億1,612万4,120円

後 期 高 齢 者 医 療 会 計

険

ック・パラリンピック競技大会

23億8,896万1,468円

保

監査結果報告

595億8,111万7,070円

計

護

採決の結果︑賛成多数により

619億7,007万8,538円

介

対する質疑を行いました︒

国 民 健 康 保 険 会 計

について問う︒

51億112万996円

認定すべきものと決定しました︒

1,954億2,073万9,654円 1,903億1,961万8,658円

採決の結果︑それぞれ原案を

計

①会場計画見直しの進捗状況と

会

翌年度への繰越額

可決しました︒

︵仮称︶保育園就職フェアの

般

歳 出 決 算 額

歳 入 決 算 額

区政一般質問︵ 名︶

本区にもたらす影響は︒

取組みを進めることが必要では︒

一

計

6

27

平 成 27 年 度 決 算 額
会

区政３期目の課題に
議案山
等﨑の
上程・付託

ついて問う︒

1

▽補正予算の主な内容

開催など︑就職支援事業の実施

委
に付託
…員つ会
いて 内容は︒

（イ）

17

平成 年度決算に基づく江東区健
▽報告︵ 件︶ …
②年次計画を策定し︑計画的に
①豊洲新市場開場とにぎわい施
全化判断比率について

会に付託
▽区長提出議案︵ 件︶ 委
…③員
江東区オリンピック・パラリ

に係る経費が計上されました︒

設の同時開設が困難であれば新

市場の開場を遅らせるべき︒

ンピックまちづくり基本計画に

その他︑Ｂ型肝炎ワクチンの

新規請願陳情の付託等

②地下鉄８号線整備への都の対

江東湾岸エ

▽新たな陳情︵ 件︶

応と南北交通の見解はどうか︒

施経費などが計上されました︒

（ア）

法定接種化による予防接種の実

また︑在宅介護支援センター

（ウ）

25

リアのまちづくり効果を深川・

原
案にど
りう
可に決
員け提
案決︻
議︼︵ 件城︶
東エリ
どお
のよ
広げる
解▽
決議
に向
た出
区議
長の
意決
は︒
…ア
1

の波上
採帰決
③議
中案
央防
堤程
埋・
立地
属問題の

か︒ 今後の計画の進め方は︒

から転換する地域包括支援セン

④高齢者施策の方向性と外国人

④江東区ブランディング戦略に

ター２か所の運営にかかる経費

304億5,400万円

対策についての認識はどうか︒

区民の参画意識等を盛

6,800万円

26
ついて

303億8,600万円

日︶

1,891億6,500万円 7億6,400万円 1,899億2,900万円

継続本会議︵ 月

介護保険会計
（第1号）

予 算 現 額

などが計上されました︒

一 般 会 計
（第2号）

補 正 額

戦略的に情

①全部で８競技８会場が

報発信を行うべきではないか︒

区長

補正前の額

計

り上げる施策を︒

日︶計画される予定で︑効果は会場

数で左右されるものではないと

まちづく

会

9

（ア）

（イ）

平 成 28 年 度 補 正 予 算 額

⑤区職員による不祥事の再発防

10
認識する︒②具体性を高め推進

体制を強化する︒③

（ア）

止を含め職員育成への取組みは︒

区政一般質問︵ 名︶

最終本会議︵ 月

監査結果報告

特別区人事委員会報告

16

（イ）

7

24
りの効果を区内全域に波及させ

2

17

８号線の延伸等︑南北都市軸を

強化する︒ 関係団体等と連携

る︒④ 検討委員会を設置しブ

（ウ）

議案等の採決

3

（ア）

地案
下鉄
続会
的発
繋ど
げる
委持員
の展
報へ告
お︒
り原
▽区長提出議案︵ 件︶ …

21

を可決・認定

▽陳情︵ 件︶ 委
…員会の報告どおり 件採択︑
し魅力あるまちづくりを展開す
件不採択︑ 件取下承認

区長 ①同時開設の実現を都へ

（イ）

ランドコンセプトの策定や新た

6

議案の上程・採決

強く主張する︒②国や関係者等

原案どおり可決
▽議員提出議案︻意見書︼︵ 件︶ …
なシンボル
マークの作成など施
との具体的調整やバス路線網強
▽区長提出議案︻教育委員会策委
員選任及び監査委員
を検討する︒ イベントやグ

化を都に求める︒③区民等の理

案意
に同意ッズの開発︑ＰＲ製などを検
任︑︼︵
件現
︶のた原
解の選
もと
主張実
め鋭
…
2

第 293 号（2）

こうとう区議会だより

平成28年12月11日（日）

豊洲市場問題に関する意見書を提出
豊洲市場の土壌汚染対策に万全を期することを求める意見書
（東京都知事あて）
言うまでもなく、食を扱う豊洲市場の安全性確保は、すべてにお
いて優先させなくてはならない。
本区及び本区議会は、これまで東京都から盛り土をはじめとした
土壌汚染対策の確実な実施により、豊洲市場における安全性は万全
である旨、再三にわたり説明を受けてきた。
しかしながら、小池東京都知事の豊洲市場移転延期発表を契機と
した一連の調査により、適正な盛り土がなされておらず、地下空間
が存在することが発覚した。
また、豊洲市場での地下水モニタリング調査や地下空間の大気調
査で、環境基準値を超える有害物質が検出されたとの報道がなされ
たことから、あたかも豊洲地域全体の土壌が汚染されているかのよ
うな流言も広がっており、風評被害も生じている。このような状況
は、地元区にとって、看過できない事態である。
さらに、東京都は地元区に事前連絡もなく、一方的に市場の移転
延期を表明しており、公表のあり方も問題である。本来、本区と東
京都は対等な自治体であり、本区に関連のある重大な発表を行う際
には、事前連絡を行うなど、一定の配慮はあってしかるべきである。
よって、本区議会は、東京都に対し、市場開設者としての自覚を
持って、土壌汚染対策に万全を期するとともに、本区及び本区議会
に対し適時適切な情報提供を行うことを強く求める。
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。
※このほかの意見書・決議は４面・６面に要旨を掲載しています。

第4回定例会のお知らせ

11月29日（火）に開会し、２日間にわたり議員による区政一般質問が行われました。
その後、各常任・議会運営・各特別委員会を開催し、12月15日（木）閉会予定です。

一般質問
︵要 旨︶
途の明確化を都が本区に確約し
ない限り︑移転は認めないとい
う強い姿勢を示すべき︒ 豊洲
ぐるり公園への影響はどうか︒
②中央防波堤埋立地の帰属問題
について 本区及び大田区の協
議内容は︒ 両区ともに帰属に
対する主張に変わりはないか︒
事務方協議の今後の展望は︒
③南部地域の公共施設整備につ

質問 本区の小中一貫教育の基

映等を実施した︒
区の特色を

か︒ 区の支援の体制と展開は︒
区長

思いやりの醸成等の
生かした教育推進計画を策定し

して移管を進めるべきと考える︒

目指す︒
成果や教職員の打合せ時間の確
ている︒ 官民一体で取組んで

こどもの利益を考慮

中学校段

①

保等の課題がある︒
いく︒③

教育の進捗状況

精査中である︒

速

中長期的に増大する

よ︒ 地下鉄８号線延伸の実現

を担保する土壌汚染対策を求め

質問 食品ロス削減に向けての

調査結果等を踏まえ検討する︒

考慮しつつ取組む︒⑤今年度の

の移譲である︒

万来施設の確実な整備を求めよ︒

対策の進捗状況は︒

②フードバンクとの連携︑支援

①全庁をあげて取組むべきでは︒

取り組みについて問う︒

に向けた取組みに関する説明を

都が講じる交通渋滞

と想定している︒

の拡充等︑機能強化を図る︒②

求めよ︒

携による財政負担軽減等を図る︒

学習支援を行っている︒③

把

アンケート調
査など細かな実態分析を︒

今

後の展開は︒ 更なるＰＲを︒
③部活動等の振興策について

①連携を進める︒②

現状は︒ 今後の取組みは︒
教育長

検討す

生徒が自らの将来を考える貴重
な機会になっている︒

る︒ 協力事業所の確保と各学
校への情報提供を行う︒

検討

する︒③ 外部指導員の増配置

庁内で精査している︒

策の提示を強く求める︒②

解決

確

実な対応を要請する︒ 引き続

き求める︒ 路上駐車による渋

滞防止のため︑駐車スペースを

市場内に確保するとしている︒

計画どおりの整備を求める︒

年度決算と今後の

質問 平成

非正規

について 環境フェアでのフー

ドドライブの実施を︒

災害時

の活用を進めるための取組みを︒

③飲食店等と連携した取組みを︒

①各所管が連携

④学校での食育等の取組みは︒

環境清掃部長

して取組む︒②

実施の検討を

進める︒ 被災地の要望に応じ

て支援する︒③一般廃棄物処理

基本計画に盛り込む︒④環境負

荷を学ぶ取組みを実施している︒

質問 切れ目のない﹁子育て支

援﹂について問う︒

①ゆりかご・江東事業について

区民の評価は︒ 展開は︒

施設の整備状況は︒

②保育の充実︑待機児童解消に

ついて

国家戦略特区の活用状況は︒

保育人材確保に向けた取組みは︒

③有明地域における子育て関連

①

施設等の整備に向けた取組みは︒

こども未来部長

不安が解

消した等の評価があった︒

知に努める︒②

周

冬木地区に保

育所を整備する︒ 木場公園内

に整備を進めている︒

潜在保

育士等を対象に就職支援セミナ

期︶の重点プロジェクトに位置

ーを開催する︒③長期計画︵後

⑤北砂地域以外でも不燃化特区

できた︒③減収影響額は増額傾

する︒ 最低賃金の引上げ等を

整備時期等を引き続き検討する︒

づけ︑必要な公共施設の選定や

①ハード・ソフト両面で

推進事業を積極的に展開すべき︒

職員等の所得水準の底上げを︒

どう捉えているのか︒

④同一労働同一賃金について

③ふるさと納税による影響は︒

初年度の取組みの評価は︒

②長期計画︵後期︶について︑

年度決算についての評価は︒

等の効果が見られる︒

明

いさむ

勇

区長

的確な区政運営ができた︒②計

らの説明は︒ 影響は︒

向にある︒④ 国の動向を注視

画実現に向け重要な基盤固めが

対していかなる姿勢で臨むのか︒

②都との約束について 安全性

都に

①

行財政運営について問う︒

公
ほそ

細田

だ

とどめる方策を都に求めるべき

様々な悪影響を最小限に

豊洲市場の移転延期に伴う

意見を踏まえ課題解決に努める︒

学校の

都に千客

質問 高齢者が安心できる生活

握している︒ 活動団体等と連

ボランティア

環境の整備について問う︒

携しつつ︑調査研究していく︒

施策について問う︒

①生涯学習事業は福祉等の各分

野と連携した取組みが必要では︒

拠点拡充等を図
広域

検討する︒

① いまだ説明はない︒

①高齢者の見守り事業について

所体制の課題は︒

今後の展開は︒
援センター

機能強化に向けた取組みは︒
②認知症サポーターの

②中学生の職場体験について

養成者

数は︒ キャラバンメイト︵養

事業の評価は︒
効果

成講座の講師役︶養成の展開は︒
③認知症カフェについて

①

は︒ 数値目標を掲げるべき︒

福祉部長

る︒ 人員確保である︒

開催する︒③ 認知症を理解す
る場となっている︒

質問 こどもが安心できる生活

支援策について問う︒
①児童相談所の移管について

質問 豊洲市場について問う︒

子ども

方向性は︒

①移転延期発表について 都か

課題は︒

家庭支援センターの機能強化を︒

開設状

②こどもの貧困対策の現状は︒
③こども食堂について

区長

質問 豊かな人間性を育む教育

（イ）

地域包括支

企業との連

職員の確保と既存施設や財源

階での転出入を考慮している︒
儀式的行事を行う方向で検討
する︒②慎重に検討する︒

都に対し豊洲市場の

まさ

ひろ

盛り土問題の全容解明を
強く訴えるべき

なが

民進ク
とく

徳永雅博

質問 長期計画︵後期︶の展開

と来年度予算編成方針を問う︒
①築地市場の豊洲移転延期につ

１
対応の体制を確保する︒②

盛り
いて

万人以上である︒ 養成講座を

本区への影響は︒

土問題の全容解明を訴えるべき︒
②オリンピック・パラリンピッ
ク開催準備について これまで
の取組みは︒

は︒ 芸術文化団体等と連携を︒
③来年度予算編成方針について
今後の行政需要の予測は︒

①

施策充実に必要な自治体経営を︒
区長

（ウ）

（イ）

長期計画の着実な推進を図るため︑

民
ゆう

いち

公共施設用地の取得等思い切った

もと

財政出動を検討すべき

自
えの

年度決算を問う︒

榎本雄一
質問 平成

いて

小学校の収容対策は︒

①総括的な評価について
有明地区での保育所等の整備は︒

全体

的な評価は︒ 事業目標は達成
マンション建設の指導は︒
区長 ①

区内外

に本区の魅力を発信できたか︒
損なうもので甚だ遺憾である︒

できたか︒ 課題は︒

②特別区交付金及び基金への積
受入れ了承の前提条件が確実

都区間の信頼関係を

立について︑財政計画に沿った
に行われるよう強く要望する︒
開園は困難である︒②

した︒ 変わりはない︒

幼保連

携型認定こども園を整備する︒

増築等の対策を行う︒

も継続して協議を重ねる︒③

今後

の進め方︑双方の主張等を確認

協議

現実的な当初予算計上をすべき︒
③公共施設用地の取得等思い切

① 未来への発展に向け

った財政出動を検討すべき︒
区長
大きな前進が図れたと認識する︒
概ね達成できたと認識してい
子育て施策全般に次なる

基盤を築けたと認識している︒

本的な考え方について問う︒

他自治

学校の卒業式の取扱いは︒

な

①築地市場の豊洲移転問題につ

②施設分離型小中一貫教育及び

教育長

やかな原因究明等を求める︒②

況や補助制度を把握しているの

（ウ（
）イ）

（イ）

る︒

②区財政の方向性が鮮明となる

①一貫校について

総合的な指導方針を検討する︒

よう当初予算編成を行うべく鋭

一貫校を目指すのか︒

魅力発信の

意検討する︒③長期計画を着実

体での先行事例と課題は︒

一手を検討する︒

に進展させる中で検討していく︒

どのような

質問 本区の重要課題︑重点プ

いて 土壌汚染対策で盛り土が

全区展開は様々な課題があるた

ロジェクトについて問う︒

ぜ６ ３制を基本とするのか︒
―
４ ３
２制とした場合の小
― ―

行われなかったが︑区の見解は︒

め︑慎重に検討すべきでは︒

白紙に戻し︑環境面での安全性

校の文化の壁を越え︑一丸とな

区施設でのパラリンピック放

（ア）

（イ）

（ア）

（ア）

（ウ）

（ア） （ア）

（イ）

（ア）

（ウ）

（ア）

（ア）

（イ）

（ア）
（イ）

安全性を担保する土壌汚染対策の実施を
【建設中の豊洲市場】

（ア）

（ア）

（ウ）
（ア）

（イ）

（イ）

（ア）

（ア）

（ウ）

27

（ア）

豊洲への受入れ了承の結論を

の担保︑千客万来施設の同時開

りこどもの教育に携わる学校を

（ア（
）ウ）

（イ）

（イ）

（イ）

（エ）

（イ）

議会の新着情報や議員名簿、会議日程などお知らせしています。
ホームページアドレス http://www.city.koto.lg.jp/ac/gikai/

（ア）

（イ）

（ア）

（イ）

（エ）

（イ）

（エ）

（イ）

（ウ（
）ア）

（ア）

① 全教職員が小中学

業︑地下鉄８号線延伸実現の目

（エ）

（イ）

（ウ）

（エ）

（イ）

（イ）

認知症対策の推進を
【認知症サポーター養成講座の様子】

（ア）

27

（ア）

（ア）

（ウ）
（ア）
（ウ）

（ア）

区議会ホームページアドレス

（ウ）

（イ）

（イ）

（イ）
（イ）

（イ）

（ア）

20

（ア）

（イ）

（ア）
（ウ）

（イ）

（ア）

（イ）

（ウ） （ア）

（ウ）

（ウ） （ア）

（イ）
（イ）

小中一貫教育の全区展開は慎重に
【（仮称）第二有明小・中学校完成イメージ】

（イ）

（エ）

（ウ）

（ア）

（ア）

（ウ）

（ウ）

（ウ） （イ）

（ウ）

（エ）

（イ）

（イ）

（イ）

（イ）

（ウ）
（イ）

（ア）

（イ）

（ア）

（ウ）

（ア）

（ア）

（ウ）

27

（ア）
（イ）

（ア）

（ア）

（ア）

（ア）

（エ）

（イ）

（イ）

平成28年12月11日（日）
こうとう区議会だより
第 293 号（3）

南スーダンからの撤退

いない︒③
区長
① 空港機能強化の必要
一層の

区民理解を得られるよう国に情

性の認識を共有した︒

いない︒ 求める考えはない︒
報提供を求める︒ 引き続き要

考えて

鋭意検討している︒

常に検討している︒

慎重に検討すべきである︒

【母子像「希い」】

①相模原市での事件への見解は︒

質問 障害者支援について問う︒

共施設の整備等を考慮した︑適

請する︒ 考えていない︒②公

る︒③

切規模の計画となるよう指導す

指定管理者制

②命と人権の大切さの発信を︒
③塩浜福祉園の

必要な対策を検討する︒

総合的な指導方針を検討する︒

情報公開コーナー

〜 区議会からのお知らせ 〜
区では︑区政や区議会に関す
る資料をより多くの皆さまに自

待機児童解決につながる
ママ・パパ・赤ちゃん
専用車両の導入を都に求めよ

②保育所整備について 認証保

育所の新規整備を検討すべき︒

都の新たな施策を受け︑今後

どのように整備していくのか︒

北朝鮮による核実験に対し断固

書

奨学金制度の充実を求める意見

意見書及び決議 ︵要 旨︶

③保育士の確保策について

抗議する決議

宿

舎借上げ補助事業の補助期間延

長に対する区の見解は︒ 様々

が国をはじめ関係諸国からの強

去る９月９日︑北朝鮮は︑我

総務・財務・文部科学大臣あて︶

︵衆・参議院議長︑内閣総理・

民進ク

な制度を事業所等へ周知すべき︒

い自制の申入れにもかかわらず︑

に関わらず進学し︑安心して学

あや か

④︵仮称︶ママ・パパ・赤ちゃ

通算５度目となる核実験を実施

業に専念でき︑卒業後の返済も

全文などを記録した本会議録の

本会議での発言や一般質問の

等が期待できる︒

来訪者を含む内外へのＰＲ効果

考える︒③ 地域住民の交流や

区のＰＲに

している︒② 今後新たに整備
する計画はない︒

都有地を活

用して︑積極的な施設整備に取

組む︒③ 転職や離職の防止に

ついて一定程度の効果が期待で

考えており︑更なる子育て支援
策の充実を都に求めていく︒

固定資産税及び都市計画税の軽

のである︒

今後行わないよう強く求めるも

障理事会決議に違反する行為を

ともに︑核実験及び国連安全保

難し︑重ねて厳重に抗議すると

の核実験に対して極めて強く非

する直接的脅威となる︑北朝鮮

本区議会は︑世界の安全に対

実施は︑断じて容認できない︒

った江東区にとって︑核実験の

願いであり︑平和都市宣言を行

を実現することは︑人類共通の

核兵器を廃絶し︑平和な世界

を求める意見書

ホームドアの整備促進の強化等

こと︒

型奨学金制度を早期に創設する

行制度より柔軟な所得連動返還

返済の負担とならないよう︑現

るとともに︑返還額が卒業後の

②無利子奨学金を一層充実させ

金制度を早期に創設すること︒

①大学生等が対象の給付型奨学

について取り組むことを求める︒

度の充実を図るため︑次の事項

とは大変重要である︒奨学金制

負担とならない環境をつくるこ

視覚障害者等の駅ホームから

︵衆・参議院議長︑内閣総理・

都民の定住確保︑中小企業の

の転落事故をなくすためには︑

減措置の継続を求める意見書

支援及び過重な負担の緩和等を

﹁交通政策基本計画﹂で掲げて

国土交通大臣︑東京都知事あて︶

目的として︑次の事項について

いる東京オリンピック・パラリ

強く求める︒

００駅設置する整備目標の前倒

ンピックまでにホームドアを８

る技術開発支援等の総合的な対

①小規模住宅用地に対する都市

置

策を講ずるとともに︑鉄道駅の

しや︑ホームドアの設置にかか

②小規模非住宅用地に対する固

危険箇所について︑早急に調査

ホームからの転落事故防止の

定資産税及び都市計画税を２割

③商業地等における固定資産税

ために︑ホームドアの整備促進

と改善を図る必要がある︒

及び都市計画税について︑負担

︵６面に続く︶

の強化等の対策を講ずるよう強

水準の上限を

減額措置

く要望する︒

％に引き下げる

減額する減免措置

計画税を２分の１とする軽減措

平成

年度以降も継続するよう

︵東京都知事あて︶

こどもたちが家庭の経済状況

ん専用車両を都営地下鉄へ導入

した旨発表した︒

やしきだ綾香

質問 今後の本区のＰＲ・広報

するよう都に提案すべきでは︒

今後の制作への展望は︒

①緊急対策と

して即効性に優れたものと評価

こども未来部長

について問う︒
①東京五輪へ向けて注目が集ま
る本区であるが︑どのようなＰ
Ｒ・周知を考えているのか︒
②本 区 の Ｐ Ｒ 動 画 に つ い て
﹁江東区の履歴書﹂はどのよう
な点に重点を置いて制作したの
か︒

区民が制作に参加しては︒
③マルシェについて

由に閲覧していただくため︑区
役所２階こうとう情報ステーシ

見解は︒ 女性︑高齢者︑障害

実施への

ョン内に﹁情報公開コーナー﹂

①ブランドコンセプトと

者が参加できるマルシェを︒
区長

ロゴマークを旗印として﹁スポ
ーツへの熱い想い﹂と﹁厚い人
情﹂を国内外の方々にＰＲし︑

区の成り立ちや︑

区の魅力を体感できる取組みを
進める︒②

現在まで伝わる伝統文化︑豊か

きると考える︒

園長会や施設
な水辺と緑等の魅力を紹介する

長会等で周知していく︒④子育

ほか︑委員会の記録や委員会で

つながるが︑事業者︑地域︑各

て世代の移動円滑化に資すると

ことに重点を置き制作している︒
区民参加も含め︑今後検討を

配付された資料を︑ご覧いただ

関係団体との連携が必要なため︑

非常に効果的と

けます︒なお︑委員会の資料は︑

支援の在り方を検討する︒

重ねていく︒

委員会終了後に配架します︒

を開設しております︒

（ア）

憲法９条に立った非軍事の
人道・民生支援に転換を

お

国

（ア）
質問 保育待機児童対策を問う︒

①待機児童解消に向けた都の緊
急対策について︑区の見解は︒

認証保育所の新規整備促進を
【保育所の様子】

（イ）

また︑コピーサービス︵有料︶

（ア）

（イ）

（ウ）

やインターネット︵無料︶もご
利用可能です︒

（イ）

（ア）

（エ）

（ア）

産
みき

④新たに開設される放課後等デ

押し付

世界

い検討が必要である︒④施設の
運営状況等を踏まえて検討すべ
きである︒⑤対処し︑要請する︒
質問 環境とまちづくりを問う︒

①羽田空港の増便問題について
新ルート案を了承したのか︒
区民の理解を得たのか︒

に教室型説明会の開催を求めよ︒
国に計画の撤回を求めよ︒
②西大島駅前の再開発計画は︑
公共性の高い事業に変更し︑建
物の高さを下げ︑事業費圧縮を︒
児

童の収容対策を︒ 建設計画を

（イ）

共
ぼ

質問 憲法と平和の問題を問う︒

イサービス施設に家賃助成を︒

しょう

①自衛隊の南スーダンＰＫＯ派
⑤鉄道駅のホームドア設置や点

直営を︒

戦場に派遣してよ

度の導入は撤回を︒

遣について
字ブロック改善を国等に求めよ︒

正保幹雄

いのか︒ 撤退を国に求めよ︒
９条は変えて

はならない条項では︒
恒久平

②憲法について

け論に対する認識は︒
和主義条項等に対する認識は︒
③核兵器禁止条約の締結要請を︒
④非核平和都市宣言を行うべき︒

考えていない︒②

総務部長 ① 憲法の許容範囲
内である︒
国会の議論等を注視する︒
議論の展開を注視する︒

区長 ①許されない︒②啓発す

でも先駆的である︒③国の動向
を見守る︒④平和都市宣言で非
る︒③ 考えていない︒

整備用地

幅広

核三原則の堅持を宣言している︒
質問 介護保険について問う︒

①総合事業の事業費単価の引上
げや︑国に対する軽度者への支
援継続の要求を行うべきでは︒
②補足給付の負担増について
利用者への支援や実態調査を︒
元に戻すよう国に求めるべき︒
③特養ホームの整備について
新たな整備計画を︒

の確保を︒ 用地提供者に公的
補助を︒ 国に介護職員の家賃
補助制度等の実施要求を︒

区

ねが

③マンション建設について

①考えていない︒②

公共施設への受入れ等に合わせ
て調整する条例を検討すべき︒

区政の重要事項を決定する本会議は、どなたでも傍聴することができます。

本会議の傍聴

（イ）

（イ）

による介護職員への家賃補助を︒
福祉部長

支援の考えはないが実態は窓
考えて

29

（ア）

（イ）

背負っている子が成長した時も平和な日々であることを願う

（ウ）

（ア）

（ア）

（ウ）

（イ）

（ア）

（ア）

（イ）

（イ）

（ア）

（エ）

（ア）

（イ）

（オ） （イ）

（エ） （イ（
）ア）

（ア）

（イ）
（ア）
（ア）

（オ）

（ア）
（ウ）

（ウ）

（イ）

（ア）

口等で把握している︒

65

（イ）

（イ）

（ウ）

（ウ（
）イ）

（イ）
（ア）

（イ）
（ア）

（エ）
（ウ）

（イ）

（ア）

（イ）

（ア）
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ふるさと納税による
減収影響等の課題に対し︑

民

区民の税金を守る施策の実施を

自
たか はし

高橋めぐみ

質問 子育て施策について問う︒

④国等の動向を注視し進める︒

業活性化連絡会で検討を進める︒

導する︒③今後︑亀戸梅屋敷事

合市街地の形成に資するよう誘

インターネット
中継の実施

①各児童館にこどもの一時預か
り機能を持たせてはどうか︒
②認可外保育施設等の活用に対
する補助制度を設けてはどうか︒
③保育所の用地確保策について
税制改正による優遇措置を小
規模保育施設にも適用できるよ

有事の際に発令される
国民保護措置に関する
啓発に力を入れるべき

と

①記憶をつなげていく日として

﹁水害を忘れない日﹂の制定を︒

②区民向け訓練実施要領を策定

し︑町会等の協力の下で訓練を︒

③消防団に救命ボートを貸与し︑

水害時の活動のバックアップを︒

障害者多機能型入所施設の

お

整備について施設規模や

機能などの検討状況は

しろ

いわ

ただ

民進ク

なお

無所属
きた

白岩忠夫

かわ

川北直人

認可保育所に入れなかった児

童全てを待機児童と捉えること

は適切ではない︒②

既存施設

の利用率向上が先決である︒

オンライン予約システムの導入

等︑利便性の向上を図っており︑

今後も改善に努めていく︒

質問 都区間の連携を問う︒

①東京オリンピック・パラリン

ピックについて

準備状況は︒

① 日中活動を行う

け︑都への働きかけの継続を︒

千客万来施設の着実な整備に向

福祉部長

施設を併設し︑一体的に障害者

①

政策経営部長

欠である︒

の生活を支援する施設である︒

他自治体の先駆的な取組みを

施設の機能に

連携が不可

区独自のボランテ

質問 まちづくりについて問う︒

その結果を踏まえて対応する︒

に地域ごとの需要を反映すべき︒

園の通園区域を設定し整備計画

況は︒

光協会の一本化に向けた検討状

観

護市場の拡大による︑サービス

①小 規 模 建 築 物 の 外 構 部 分 の

①本区の観光事業について

事業者の自立促進の必要性と課

保育

算審査特別委員会終了後︑約１

﹁土化﹂を推奨する取組みを︒

月に予定する

①昨年度から緑

ている︒②研究課題とする︒

化が土化と同様な効果を発揮し

化指導の対象を拡大しており緑

都市整備部長

率を緩和する規定の適用を︒

②﹁土化﹂推進のため︑建ぺい

題の認識は︒ 介護事業者連絡

①

週間で区議会ホームページから

福祉部長

調査や既存調査を活用する︒
区内立地を基本に整備してきた
が︑区外特養の整備も検討課題
住み替えの希望を実

今後も混合

待機児童の定義への見解は︒

②病児・病後児保育について

出張所単位で整備すべきでは︒

①

利用しやすい制度に改善を︒

区長

現状では困難である︒

両観光協会

提

効果的な方策を検討していく︒

案内容も選択肢の一つとして︑

着実に検討を進めていく︒

の更なる発展に向け︑慎重かつ

の運営手法を生かし︑本区全体

地域振興部長 ①

運営補助を検討してはどうか︒

や地域活性化策に関し︑公募や

新たな観光資源の開発

（イ）

年４月の開所を目指す︒

①介護移住について

都区間の連携

①本区の計画の啓発について今

質問 障害者多機能型入所施設

うにすべきでは︒
区議会では︑区民に開かれた

までの取組みと今後の取組みは︒

質問 国民保護計画を問う︒

保育所設置の状況はどうか︒
議会を目指し取組んでいます︒

②地下施設への退避を想定し︑

〜 区議会からのお知らせ 〜

質問 区民の税金を守る施策に

①必要性︑可

事業者と十分な連携をとるべき︒

が必要であるが見解は︒ ボラ

ついて問う︒
こども未来部長
議会活動を区民の皆さまにお

総務部長

の整備について問う︒

①不正受給等を防止するため︑
能性を検討する︒②一定の用件
知らせする一環として︑ご自宅

啓発しており今後も効果的に周

ンティアに関しては︑都・組織

調査機関等を設けるべきでは︒
を満たす施設については︑今後
のパソコンから本会議や予算・

知する︒②関係機関の協働対処
区長

ィアも必要であり︑連携の調整

①障害者多機能型入所施設の整

②統合型リゾートは税収が期待
検討する︒③ 国の動向を注視
決算審査特別委員会︵補正予算

体制を整備し連携強化に取組む︒

めることは考えていない︒②自

視察している︒

も進める︒②適切な状況説明と

委員会との連携や区独自のボラ

できるのであれば積極的に推進
する︒ 都立木場公園において︑
を除く︶の映像をご覧いただけ

質問 介護施策の展望を問う︒

主防災訓練の中で︑水害に対す

合わせた検討や他施設等との複

検討している施設

すべきと考えるが区の考えは︒
平成

るよう︑インターネット中継を

実態調査

る区民の具体的な対応の周知を

計画どおりの整備を求めていく︒

（イ）

会を通じ︑勉強会の開催を︒

介

備について

③ふるさと納税による税収への
質問 亀戸エリアの施策を問う︒

実施しています︒

特養

合的な整備の検討も必要である︒

質問 本区の観光事業を問う︒

ンティアが必要となるのでは︒

影響について︑区の対応は︒
①亀戸第二保育園跡地に子ども

と意識調査を行うべき︒

強化する︒③江東５区広域避難

質問 保育問題について問う︒

施設

総務部長 ①状況を注視しつつ
家庭支援センターを設置しては︒
①生中継

ホームの区外整備について見解

推進協議会の中で救助等の効果

①待機児童対策について

内容は︒

研究する︒②国の動向を注視し
②サンストリート亀戸跡地開発

審査特別委員会当日に区議会ホ

は︒ 他自治体と連携した移住

的な方策を︑今後検討するため︑

②築地市場の豊洲移転について︑

つつ調査・研究を行う︒③返礼
について︑小学校の収容問題が

ームページ・庁舎２階情報公開

政策に対する見解と課題は︒

規模等︑ハード面の検討状況は︒

品により財源を奪い合う現状は
ネックとなり事業者との協議が

コーナー設置のモニターにて中

②混合介護の促進について

①パンフレット等で

地方税の原則に反するため︑対
難航しているが︑区の見解は︒

継します︒

（イ）

ご覧いただけます︒

本
…会議︑予算・決算

策を区長会で議論すべきである︒
③亀戸梅屋敷の活性化のため︑

砂町銀座商店街に外国人対

質問 観光について問う︒

①区独自に特定の日を定

（ア）

区民からアイデアを公募しては︒

て

（ア）

（ウ）

（ア）

（ア）

応も可能な観光案内所を設置し
区発行のパンフレット

︻アドレス︼ http://www.kotocity.stream.jﬁt.co.jp/

となる︒

現できる取組みであるが︑住民
の合意形成などが課題である︒
② 介護事業者の収入増等につ
ながる可能性があるが人材確保
等が課題である︒

介護等の介護業界の活性化につ
ながるテーマも取り上げていく︒
質問 水害対策について問う︒

（ア）

利用しやすい制度に改善を
【病後児保育室】

ては︒
で特定の店舗を宣伝しては︒
②おもてなし区民運動の取組み
を向上すべきではないか︒
③道路のネーミングライツに対
する区の考え方はどうか︒
④受動喫煙防止のため︑条例化
を含め積極的な取組みを︒
区長 ① 地元の意見を聞きつ

①全区的立場か
ら必要な公共施設の整備の検討

都市整備部長

の情報誌で紹介しており︑今後

を進める︒②学区域変更も含め

﹁ことみせ﹂等

も取組みを強化する︒②他自治

具体的な対応策を検討し︑亀戸

（イ）
（ア）

（ア）

電話（3647）3548 FAX（3647）0430

（イ）

（イ）

①積極的な観光アピールについ

水害対策の推進を
【荒川水位表示塔】

本会議︑予算・決
②録画中継 …

公園内への

（イ）

体の事例を参考に取組む︒③他

（イ）

（イ）

（イ）

（ア）

副都心にふさわしい魅力ある複

（ア）

30
（イ）

（ウ）

（ア）

（イ）

（ア）
（イ）

区議会事務局調査係

本紙に関するお問い合わせ

（ア）

（ア）

自治体の動向を注視していく︒

活性化に向けてアイデアの公募を
【亀戸梅屋敷】

（ア）

（イ）

（ア） （イ）
11

（イ）

つ検討する︒

（イ）

（ウ）

（イ）

（ア）

（ウ）

（ア）

（ア）
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築地市場の豊洲移転について︑
中止も含め計画の抜本的

産

見直しを都に求めるべき

共
ゆき え

る考えはない︒④学校の校庭利
用に関する利用調整等を実施し
ている︒⑤既に必要な体制強化
を図っている︒⑥専門職員の育
成等十分な準備期間を設ける︒
質問 教育問題について問う︒

①︵仮称︶第二有明小・中学校

放置自転車ゼロに向けて
撤去手数料の増額や

じ

警告の強化等を実施すべき

しん

無所属
やま

ロゴマークを区民へ周知する取
組みを展開してきた︒②区の認
知度やイメージに関するアンケ
ート調査を実施し︑事業実施の
効果の検証を図っていく︒③障
害者スポーツフェスティバルの
開催や外国人来訪者へのおもて
なし体制の充実を図る︒

介護等の悩みを気軽に相談でき
困っている人へ声かけを行う

の

明
きよ

ふみ

お節介士の取組みを実施すべき

公
こう

幼児の診察や︑成人に対する個

別相談を行っている︒

関係機

関と連携するとともに︑正しい

知識の普及・啓発に努める︒②

せ︑通学路を考慮した対策を行

ていく︒ 駅前等の整備に合わ

今後検討する︒③ 更に推進し

厚生労働大臣あて︶

︵衆・参議院議長︑内閣総理・

求める意見書

﹁同一労働同一賃金﹂の実現を

意見書及び決議
︵要旨︶

う︒ 取組みを進めていく︒

同一労働同一賃金の一日も早

み

質問 防災対策について問う︒

い実現を図るため︑早急に次の

について 小中一貫教育の課題

①高層住宅震災対応マニュアル

事項について取組むことを強く

河野清史

質問 在宅介護支援を問う︒

作成を促すきっかけづくりを︒

質問 放置自転車対策を問う︒

①撤去自転車の返還時に駐車場

①地域密着型サービスについて

求める︒

見山伸路
質問 ﹁ 経済センサスー活動調査﹂

の案内チラシ等を配布すべき︒

②住民参加型の災害図上訓練Ｌ

の検討は︒ 特別な学習内容は
公平性の観点から問題では︒
などの統計調査の取り組みにつ

区が積極的に定期巡回・随時

質問 築地市場の豊洲移転につ

②特色ある学校づくりと学校選

②複数回撤去された自転車につ

いて問う︒
いて問う︒

①不合理な待遇差を是正するた

択制について︑制度の中止を︒

ＯＤＥを活用してはどうか︒

①土壌汚染対策の不備を隠した

対応型訪問介護看護を推進すべ

看護小規模多機能型居宅

見解は︒

①様々な機会でマニュア

③経営の厳しい環境にある中小

企業に対する支援のあり方につ

いて︑充分に検討すること︒

荒川流域５区における洪水︑高

潮水害に対する広域避難の支援

を求める意見書

︵衆・参議院議長︑内閣総理・

経済産業・国土交通・厚生労働

大臣︑東京都知事あて︶

本年８月 日︑荒川流域５区

の本区︑江戸川区︑墨田区︑足

人

立区及び葛 飾区は︑大規模な浸

水のおそれがある場合に︑５区

掛ける﹁広域避難勧告﹂を共同

外の地域への避難を住民に呼び

め︑周知に努める︒④災害の種

で発表することを決めた︒

に掲載しています︒

全
※文は︑区議会ホームページ

様々な支援協力を強く求める︒

力が︑着実に機能していくよう

荒川流域５区の連携した防災

制度的な支援が重要となる︒

には︑広域避難に対する国等の

区民の生命と財産を守るため

別に応じた避難方法を検討する︒

害時特設公衆電話等の活用も含

有効性を十分に検討する︒③災

ルの作成を促進する︒②訓練の

区長

ロード

いては撤去手数料を増額すべき︒

①

年度国勢調査について︑調

③全学年での少人数学級の実施

めのガイドラインや司法判断の

まま移転を行おうとした都の姿

③安否確認手段を各町会自治会

査対象数の増加等の課題に対す

き︒

を直ちに行うよう国に求めては︒

③警告札について︑簡単に引き

勢を区はどう受けとめているか︒

ちぎれない形状に変更し︑確実

②お節介士について

根拠規定を整備すること︒

る取組みと成果はどうか︒

な撤去に結びつけるべき︒

の防災訓練等で周知徹底すべき︒

④保護者負担の軽減として︑就
②経済センサスの調査結果から

認知症サポーターがお節介士
の役割を担ってはどうか︒

ケアマネ

積極的に推進す

効

検討す

通学路等での配慮を︒

① 専門医による乳

正を進めること︒

介護の導入を計画すべき︒

②市場の受入れにあたり︑区は︑
学援助の中学校入学準備費の引

④東京五輪までに放置自転車ゼ

活
―動調査につ

③つながりノート等について
導入を検討しては︒

ジャーの連絡表等を作成しては︒

④ＩＣＴを活用した見守りシス

①

テムの利用を支援してはどうか︒

福祉部長

る︒ 検討課題である︒②

果が期待できる︒ 地域住民の

一人として︑役割を担う連携体
制を検討していく︒③

専門的な

③受動喫煙防止施策について
推進を︒

公共施設内の全面禁煙化を︒

健康部長

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）

（イ）

②非正規雇用労働者と正規雇用

食の安全や土壌汚染対策の検証
わかる本区の産業構造の特色は︒

きくち幸江

（ア）

④災害の種類に応じた避難方法

（イ）

労働者との不合理な待遇差の是

（ウ）

を区民に周知すべきではないか︒

上げ等を実施すべきではないか︒
③経済センサス

いて どのように取組んだのか︒

①インターネッ

今後の見直し内容はどうか︒
地域振興部長

ト回答を先行して行い︑回答が
無い世帯に対して調査票を配付
する２段階方式を実施した結果︑
目標である約３割の回答を得ら
れた︒②製造業︑建設業等の事
業所数の割合が他区と比べて高

ロを目指し︑積極的な取組みを︒

を後回しにしていなかったか︒
③耐荷重不足など構造上の問題
もあるため︑移転中止も含め計
画の抜本的見直しを都に求めよ︒
政策経営部長 ①まずは都に早
急な説明を求め実態を把握する︒
②土壌汚染対策は最重要課題に
位置づけ︑再三に渡り確実な対
応を都に求めてきた︒③構造等
は都が市場関係者と協議し決定
した内容であると認識している︒

１７８

土木部長

等︑情報を収集し研究する︒

い等の特徴がある︒③
教育委員会次長

導員との役割分担を明確にして

検討する︒②困難である︒③費

質問 健康施策について問う︒

る︒ 必要性について現場の声

①保育所を増設するため︑都有

査・視察を行い︑検討委員会で

効率の良い調査票の配布と回収

用対効果を踏まえ研究していく︒

名の指

地の活用を都に求めてはどうか︒

議論した︒ 同校の成果を全区

作業に努めた︒ 毎月︑経常的

名の調査員に委嘱し︑

②保育士の処遇改善のため︑家

に広げることとしている︒②中

質問 子育て支援について問う︒

（ア）

の予防接種費用に対する助成を︒

②ロタウイルスやおたふく風邪

の生活を支援する取組みを︒

ハローワーク等と連携し︑日々

診療につながる相談体制を︒

①てんかんについて

（ア）

を確認する︒④他自治体の事例

賃補助等の対象を拡大すべき︒

④放置禁止区域の拡大や啓発の
江東区ブランディング戦
略について問う︒
①これまでの取組みはどうか︒
②ブランディング戦略について
は︑数値目標を設定して取組む
べきであるが︑区の見解は︒
③コンセプト︑ロゴマークの活

①ブランドコンセプトと

用を含め︑今後の事業展開は︒
区長

強化等の対策を講じていく︒

に調査を実施する方法を始める︒

他区の調

（ア）

止する考えはない︒③求める考

①有効な啓発方法を

（イ）

（イ）

③保育の質の確保のため︑保育

④園庭がない等の保育環境を把
握し︑学校等の公共施設を利用
できる支援体制を整備すべき︒
⑤児童虐待に対応するためケー
スワーカーを増員すべきでは︒

（イ）

24

（ア）

（ア）

⑥児童相談所の早急な設置を︒
区長 ①働きかけを行う︒②慎
重な検討が必要である︒③求め

（イ）

災害時に備えた事前の取組みを
【災害図上訓練の様子】

（ア）

（ア）

質問

放置自転車ゼロを目指す取組みを
【放置自転車撤去の様子】

（イ）

（イ）

（イ）

（ア）

えはない︒④実施の考えはない︒

保育の質の確保を
【保育所風景】

士配置基準の引上げを求めよ︒

①

16（ア）

（ア）

（イ）

（ア）

（ア）

27

（イ）

（イ）

（ウ）

区議会だよりの全戸配布

（ア）
（イ）

（イ）

第 293 号（6）
こうとう区議会だより
平成28年12月11日（日）

民
まさ

き

豪雨や河川の氾濫による
水害が発生した場合の

じま

避難指示の伝達方法は

自
なか

中嶋雅樹
質問 災害時の住民避難を問う︒

①避難所・避難場所について
近隣の小中学校が避難所となる
ことを再度周知すべき︒
違い

が分かりづらいため︑表現や案
内を更に改善すべきではないか︒
②避難指示について 深刻な水
害時の避難指示の伝達方法は︒
災害時の活動の負担軽減のた
め︑避難者を識別できる工夫を︒

①

③深刻な水害時の避難生活は︒
総務部長
周知は図られて

いると認識する︒
違いを多様

な機会で説明し︑案内も分かり
やすい表現を目指す︒②

防災

行政無線や巡回等︑あらゆる手
段を用いる︒ 今後研究する︒

高齢者の孤立化防止
特別支援教育の推進

明

学校の安全対策を

公

要支援者のケアプランを作成す
る際に活用できる仕組みづくり
に取組む︒④連携の拡充を図り︑
高齢者見守り体制の輪を広げる︒
質問 特別支援教育を問う︒

①教員が巡回する特別支援教室
の実施状況と︑その課題は︒
②保護者に対する発達障害の理

企

区域の拡大について等理事者

▼東京都に対する要望事項につ

の報告を聴取

教育委員会次長

みに寄り添った支援が必要では︒

③保護者の子育ての困り感︑悩

︵

募集について等理事者の報告

者の報告を聴取

区民環境委員会

︶

▼議案２件を審査のうえ可決

／

︶

年度区立幼稚園の園児

▼陳情について審査

▼平成

議会運営委員会

︵９／７・

／

︶

▼議会運営について協議

／

事者の報告を聴取

オリンピック・パラリンピック

推進特別委員会

▼東京都に対する要望事項につ

いて協議

／

防災・まちづくり対策特別委員会

︵

︶

▼議案１件を審査のうえ可決

▼陳情について審査

▼放射能影響に関する区内環境

測定事業について等理事者の

報告を聴取

︶

▼総合事業の導入に伴う介護予

区議会は︑区政に対する皆さ

︻請 願・陳 情 の 提 出 方 法︼

事者の報告を聴取

防事業の再構築について等理

皆さまからの請願・陳情

いて協議

実施しており︑小集団指導の方

▼議案５件を審査のうえ可決

を聴取

たか むら

質問 高齢者の孤立化を防ぐ取

法の工夫が課題である︒②保護

▼陳情について審査

文教委員会

①地域住民と区それぞれの果た

者向けリーフレットを活用し︑

▼地方分権改革について等理事

解を促す取組みはどうか︒

す役割について区の認識は︒

り組みについて問う︒

地域

個別相談等を実施している︒③

／７︶

サロンの活用は︒ 地域福祉コ

助言に加え︑ペアレント・トレ

清掃港湾・臨海部対策特別委員会

／

いて等理事者の報告を聴取

厚生委員会

︵８／

ーディネーターの活用は︒

ーニング等の講座を紹介する︒

︵

︵

髙村きよみ

画総務委員会

③インフォーマルサービスの提

質問 小中学校における防火シ

▼議案 件を審査のうえ可決

▼豊洲市場の整備について等理

①区内６校で

供について今後の取組み方針は︒

ャッターの安全対策を問う︒

▼陳情について審査

て︑今後の展開はどうか︒

／５︶

④高齢者への見守りや支援に関

①事故防止への取組みと課題は︒

▼専決処分した事件の報告につ

②地域の見守りについて

する民間事業者との連携につい

②危害防止装置のない防災シャ
ッターが設置されている小中学
校は︑本区に何校あるのか︒

︵７／

︶

︵８／

▼陳情について審査

／
③少ない予算で危害防止装置を

▼議案 件を審査のうえ可決

／６︶
設置できる新たな技術が開発さ

パラリンピック競技大会会場

▼東京２０２０オリンピック・

▼保育施設の整備状況等につい

▼陳情について審査
①危険性等を

計画の再検討の状況について

／６︶

等理事者の報告を聴取

て等理事者の報告を聴取

れているが︑今後の取組みは︒
教育委員会次長

児童・生徒に認識させており︑
工事の制限等が課題である︒②
校あり︑早期の改修が必要で
ある︒③新技術の導入を検証し︑
危害防止装置のない防火シャッ
ターの改修を検討していく︒

建設委員会
︵７／

／

医療・介護保険制度特別委員会

︵８／

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︒

◎請願を出すとき

区議会議員の紹介が必要です︒

︵紹介議員の署名が必要です︒
︶

◎陳情を出すとき

区議会議員の紹介は必要あり

請願・陳情の提出方法 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。書き方等については、

事等を実施している︒ 老朽化
や会議室不足等︑多くの改善す
べき点がある︒ 新しい長期計

研究を進める︒

画の計画期間の中での事業化を
想定している︒
②新しい長期計画を策定する中
で検討する︒③研究していく︒

質問 豊洲市場について問う︒

①都に速やかな説明の要求を︒
②土壌汚染対策工事に係る各種
課題を解決させ︑一日も早い開
場に向けて取組みを強化すべき︒
③豊洲のイメージを回復するた
め︑都に対し︑対策やスケジュ
ール等の説明を求めるべき︒

と移転時期等の早急な提示を求

①誠意ある対応

区広域避難推進協議会での会議

める︒②土壌汚染対策や交通対

政策経営部長

結果を踏まえて対応を検討する︒

これまでの

区長

は都の説明責任履行が重要であ

実な履行を都に求める︒③まず

策︑にぎわいの場の整備等の確

①本庁舎について
改修履歴は︒ 現在の庁舎の問

り︑区による豊洲地区の安全性

①区は安否確認等の施策

題点は︒ 改築の予定は︒

を推進し︑地域住民は高齢者の

改

会議室の不足等、多くの改善すべき点がある
【江東区役所本庁舎】

や魅力のアピールも必要である︒

自立生活を支える互助の中心的
な担い手として期待される︒②

地域サロンの運営を

▼議案１件を審査のうえ可決
▼陳情について審査

ません︒区議会における審議等

初日の本会議で付託され継続審議となったもの

の扱いは︑請願と同様です︒

区議会ホームページをご覧いただくか、区議会事務局議事係までお問い合わせください。電話（3647) 3547

（イ）

質問 本庁舎改築について問う︒

③籠城生活が想定され︑江東５

（エ） （ウ）

築のための基金に対する見解は︒
②現在地での改築や南部地域へ
の移転等︑現状での方向性は︒

要支援者の受入れを行い︑高
齢者を支える身近な拠点事業を
進める︒

支援し︑諸課題の解決に活用す
る︒③地域資源をリスト化し︑

清掃港湾・臨海部対策特別委員会
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

（ア）

③将来的な職員数に応じた規模・
機能を備えるためには︑大学等
とのシミュレーションや︑基本

年度の大規模

会

員

委

教

文

10

会

員

委

設

建

員

委

生

厚

会

員

▼陳情について審査

16

計画のコンペも有効では︒
︑

▼東陽町駅周辺自転車放置禁止

10

会

員

委

（ア）

介護事業所等に提供することで︑

地域から孤立しがちな高齢者を把握する取組み
【高齢者地域見守り支援事業（サポート地域で支えあいマップ作り）】

（ア）

（イ）

（ア）

︑ 年度の耐震改修工

区長 ①
改修や

厚
生
委
員
会
建
設
委
員 15 会
医療・介護保険制度特別委員会
企 画 総 務 委 員 会

18
取下承認

会
員
委
務
画

委

教

文

総

10

企

生

厚

会

29

（ア）

会

請 願 ・ 陳 情 件 名
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情(同趣旨の陳情外1件）
江東区職員採用試験等の制度改革に関する陳情
10
10
未来の有権者のための模擬投票所設置に関する陳情
13
12
24
7
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
公共事業等における被災地事業者との優先的な契約を求めることに関する陳情
10
職員互助会等の会費の改正等を求めることに関する陳情
純粋に江東区役所庁舎等における区旗及び国旗の掲揚並びにこれに対する敬礼を求める陳情
時限的な職員給与及び議員報酬等の削減による被災地支援を求めることに関する陳情
江東区正規職員採用試験における障害者雇用の合理的配慮を求めることに関する陳情
純粋に江東区役所庁舎等における都旗の掲揚を求めることに関する陳情
公文書等の元号使用廃止等を求める陳情
国及び都に動物の殺処分を禁止にすることを求める意見書の提出に関する陳情
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
国及び都に動物の殺処分安楽死化を求める意見書の提出に関する陳情
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
9
学校給食の献立の改善等を求めることに関する陳情
江東区障害者福祉センターにおける成人理学療法に関する陳情
28
30
4
21
福山通運トラックターミナル西側に適切なフェンスの設置をするよう求める陳情
安心できる介護保険制度への改善を求める陳情
10
10
14
10
消防吏員に労働基本権である団結権を与えることを求める陳情
住民の健康増進と2020東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙防止条例の早期制定を求める陳情
14
9
10
障害者虐待の防止の強化等を求める陳情
江東区における、バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳情 20
東京都江東区における、バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳情
江東区における受動喫煙防止に関する陳情
江東区障害者福祉センターでの成人機能訓練に関する陳情
江東区の待機児童解消と保育士の処遇改善を図り、保育の質の向上を区の責任で行うことを求める陳情
認可保育園の調整指数に関する陳情
幼保連携促進に関する陳情
認可保育園利用におけるアンケート実施等に関する陳情
認可保育園の利用調整に関する陳情
認可保育園の定員見直しに関する陳情
仙台堀川公園整備計画についての陳情
新砂三丁目に建設予定の長谷工コーポレーション自社ビル計画に関する陳情
仙台堀川公園整備計画に関する陳情
仙台堀川公園整備計画の中止を求める陳情
私立学童クラブ職員の処遇改善を求める陳情
区立幼稚園の延長保育時間拡大に関する陳情
幼保連携促進に関する陳情
土壌汚染対策で「虚偽」の説明がなされていた豊洲市場開場の再検討を都に求めることに関する陳情
福島第一原発事故による避難者が安心して暮らせる住まいの確保を求める意見書の提出に関する陳情
安心できる介護保険制度への改善を求める陳情
不採択

（イ）

付託委員会
環 境 委 員

民

（イ）

（イ）

（イ）

（ア）

（エ）

16

（ア）

（イ）

（イ）

19

区

択

採

（ウ）

23
（ ア）
24 18

平成28年12月11日（日）
こうとう区議会だより
第 293 号（7）

企画総務委員会
︵５／

６／ ︶

▼正副委員長を互選

自由会

きずな
新

ネット

文教委員会

︶

６／

︶

︶

月

委員会の動き
企画総務委員会
／６︶

３／

〜

／

／

︶

医療・介護保険制度特別委員会

︵

▼議案１件を審査のうえ可決

▼陳情について審査

▼﹁区域外指定地域密着型サー

ビス施設等の利用における指

針﹂の変更について等理事者

︶

▼議会運営について協議

︶

▼議案３件を審査のうえ可決

／

▼陳情について審査

▼江東区立豊洲ぐるり公園の設

置見送りについて等理事者の

報告を聴取

オリンピック・パラリンピック

区議会では︑﹁声の区議会だ

〜 区議会からのお知らせ 〜

声の区議会だより

の報告を聴取

年度実績について等理

︶

▼議案３件を審査のうえ可決

推進特別委員会

／

▼陳情について審査

貸し出しています︒声の区議会

より﹂を発行し︑希望する方に

▼陳情について審査

だよりはカセットテープ︑ＣＤ

︶

︵７／

▼東京２０２０オリンピック競

つり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

いて協議

／

︶

防災・まちづくり対策特別委員会

︵

▼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

話 ︵３６９９︶０３１６

あとがき
<

した︒

>

年第

区議会広報委員会

堀 川

長

志

樹

議

村 直

高

彦

副 議 長

成

島

真

子

広報委員 豊

根

友

たつや

関

広報委員 山 本

広報委員

広報委員 鬼 頭

幸

の模様を中心に編集いたしま

○本号は平成

回定例会

ＦＡＸ ︵３６４７︶４９１８

電

障害者福祉センター

問い合わせ

センターへご連絡ください︒

○郵送希望の方は︑障害者福祉

ることができます︒

○お近くの区内各図書館で借り

︽利用方法︾

いますのでぜひご利用ください︒

のほか︑デイジー版も作成して

︶

年度区立幼稚園の園

理事者の報告を聴取

技大会の追加種目について等
／７︶

建設委員会
︵８／３

いて協議
文教委員会
︵８／

▼平成

▼陳情について審査

▼議案２件を審査のうえ可決

／

▼東京都に対する要望事項につ

事者の報告を聴取

条例の一部改正について等理

自転車駐車場の整備に関する

▼江東区自転車の放置防止及び

▼陳情について審査

▼議案１件を審査のうえ可決

／７︶

て等理事者の報告を聴取

▼障害者実態調査の実施につい

▼陳情について審査

▼議案１件を審査のうえ可決

︵

厚生委員会

／

▼第 回江東区民まつり中央ま

︵

区民環境委員会

事者の報告を聴取

平成

清掃港湾・臨海部対策特別委員会

／

19

▼陳情について審査

東京メトロ有楽町線豊洲駅を視察
【オリンピック・パラリンピック推進特別委員会】

︵

︵９／ ・

議会運営委員会

6

▼江東区行財政改革計画︵後期︶

︵

10

防災・まちづくり対策特別委員会

︵５／
▼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
▼東京都に対する要望事項につ
いて協議

６／

医療・介護保険制度特別委員会
︵５／
▼正副委員長を互選

▼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

日︵火︶から

回区議会定例会

▼東京都に対する要望事項につ

月

年第

いて協議

平成

は︑

日

日間で開

日︵火︶・

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

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︒
／

／

／

議会運営委員会
清掃港湾・臨海部対策

24

21

維

民

無所属

市

共 産 ︵５／
６／ ︶
公 明
▼正副委員長を互選
民進ク

６／１・８・ ︶

６／

６／

推進特別委員会
︵５／

▼正副委員長を互選

︶

オリンピック・パラリンピック

いて等協議

▼東京都に対する要望事項につ

報告を聴取

施設事業について等理事者の

▼豊洲新市場における千客万来

▼正副委員長を互選

︵５／

清掃港湾・臨海部対策特別委員会

▼議会運営について協議

▼正副委員長を互選

︵５／

議会運営委員会

いて等協議

▼東京都に対する要望事項につ

事者の報告を聴取

期計画の策定等について等理

▼﹁教育推進プラン・江東﹂後

▼陳情について審査

▼議案 件を審査のうえ可決 自 民 ▼議案１件を審査のうえ可決
▼陳情について審査
▼平成 年度行政評価について
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

６／ ︶

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
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

６／ ︶

いて等協議

厚生委員会
︵５／
▼正副委員長を互選
▼陳情について審査
▼江東区老人福祉センター及び
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

▼２０２０年東京オリンピック
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

／

／

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

10

10

17

可決

防災・まちづくり対策

児募集について等理事者の報

3

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

者の報告を聴取

▼東京都に対する要望事項につ
いて協議

／

／

21

10

22 可決

特別委員会

告を聴取

▼通学区域の変更について協議

28

認定

平成２７年度江東区後期高齢者医療会計歳入歳出決算

可決

医療・介護保険制度

29

13

14

29

18

次回の発行は、1月1日を予定しています。

27

25
特別委員会

12

区議会だよりの発行予定

10

10
10

認定

26

平成２７年度江東区介護保険会計歳入歳出決算

10

10

２面をご覧ください。

10

10

建設委員会
６／ ︶

平成２８年度江東区介護保険会計補正予算（第１号） ６，８００万円を増額する。２面をご覧ください。

12
22

︵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

／

江東区青少年交流プラザ条例

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

議決
結果

要

可決

保育所の指定管理者の指定について

保育所の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき
提案する。

可決

区民農園の指定管理者の指定について

区民農園の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づ
き提案する。

可決

児童館の指定管理者の指定について

児童館の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき
提案する。

可決

江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤 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
師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 伴い、条例の一部を改正する。

可決

地域密着型介護施設の指定管理者の指定について

地域密着型介護施設の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第２４４条の２第６項の
規定に基づき提案する。

可決

江東区教育委員会委員選任同意方について

橋本俊雄氏の選任に同意する。

同意

江東区監査委員選任同意方について

秋田茂夫氏の選任に同意する。

同意

10
施設の名称を変更するとともに、指定管理者制度を導入するため、江東区青少年センター条例の全
17
部を改正する。
21

認定

平成２７年度江東区国民健康保険会計歳入歳出決算

産業会館の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づ
37
き提案する。
産業会館の指定管理者の指定について

25
25
25

無所属

18

19
平成２７年度江東区一般会計歳入歳出決算

15
3
青少年交流プラザの指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第２４４条の２第６項の規
23
定に基づき提案する。
青少年交流プラザの指定管理者の指定について

共

可決

７億６，４００万円を増額する。２面をご覧ください。

平成２８年度江東区一般会計補正予算（第２号）

る職員需要への対応のため、任期付職員の採用に関し必要な事項を定める。

（○賛成、×反対）
無所属

第3回定例会で審議した議案一覧

25
オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、大会組織委員会への職員派遣等により生じ
15
江東区一般職の任期付職員の採用に関する条例

無所属
（江 東 区 議 会 無 12
所 属 ）おおやね匠
維 新（東京維新の会 江東）見山伸路
自由会（江東・自由を守る会）三次ゆりか

16
市 民（江東区議会市民の声・江東）中村まさ子
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

15

15

27

真

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

可決

江東区議会議員及び江東区長の選挙における選挙運動 公職選挙法施行令の一部改正により、選挙運動用自動車及び選挙運動用ポスター等の公営に要する
16
15
14
9 8 7 6 5 経費の限度額が引き上げられたことに伴い、条例の一部を改正する。
9
の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

勇、矢次浩二
公

▼東京都に対する要望事項につ
いて等協議

10月24日議決・区長提出議案

江東区立（仮称）第二有明小・中学校新築工事請負契約の契約の金額を変更する。

認定

16

要

27
16
25
25
25
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
民進ク（民進党・無所属クラブ）

議案の審議結果
25

概
名
件

自

34

29

10
10
10

博、
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（議長）
、山本香代子、米沢和裕、若林しげる

可決

10 10 10 10 10 〔契約金額〕 １１６億１，０００万円 → １１８億８万円
議決を得た契約の契約変更について

可決

25

平成28年10月24日現在

※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。

会派別所属議員

第 293 号（8）
こうとう区議会だより
平成28年12月11日（日）

※ 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。

