態勢で取り組むべきと思うがどうか。
答地域の街づくりにおける取り組みと

の早期設置に向け、医師会や東京都

答地域連携型認知症疾患医療センター
に利用してもらうための周知にも努

ド修繕を進め、修繕後も施設を大切
本区のスポーツ施設について、誰に

ャンプ地への応募などの機会を通し、

答建設中の（仮称）水元総合スポーツ

必要な改修をすべきと思うがどうか。

ーサルデザインについて再点検し、

でも使いやすい施設づくり、ユニバ
公共施設建設基金

める。
※他の質問項目

と連携し、区内の医療機関が指定に
積極的に応募するよう働きかける。
※他の質問項目 医療と介護の連携
緊急経済対策
問産業復興マニュアルの策定を進める
ザインに十分配慮し、誰にでも使い

ともに、鉄道事業者の動向も注視し、
今後の街づくりの進展や鉄道事業全
答関係団体と調整を進めている。緊急
やすい施設となるよう整備を進めて
いる。既存施設については、施設の

サル場については、ユニバーサルデ

再点検を行い、ユニバーサルデザイ

ールについて伺う。

センター体育館や小菅西公園フット

体の動きをとらえながら、状況に応
とのことだが、東日本大震災の教訓
経済対策の趣旨を踏まえ、できる限

問プレミアム付商品券の発行スケジュ

ちであることに胸を張り、たくまし

答急激に変化する社会の中で、葛飾育
じた適切な取り組みの態勢を検討す
などをどのようにマニュアルづくり

震災復興の取り組み

く社会貢献する人材の育成こそ葛飾
る。
など

ニュアルとして策定する。
※他の質問項目 平時の街づくり など

葛飾区議会公明党
区民の思いに応える施策展開の
ため区長のマネジメントに期待
平成 年度の予算案
問新年度予算について評価を伺う。
答子育て環境の充実や教育環境の充実、

進めていくのか見解を伺う。
答各施設を所管する課と連携し、区民

景気浮揚効果

問観光施策、教育、地域の活性化など

実 など

※他の質問項目 障害者スポーツの充

認知症対策
認知症対策についてどのように取り

問もの忘れ相談会・予防健診を含め、

東京オリンピック・パラリンピック
大会に向けてどのような視点で取り
組んでいくのか基本方針を伺う。

組みを進めていくのか考えを伺う。
答国の動向をとらえながら、競技大会
治療が行われることに合わせて、家

答かかりつけ医を中心として認知症の
族の支援や介護サービスが提供でき

の開催だけでなく、大会後も含めた
性化、国際社会で活躍する人材の育
るように認知症の早期発見・治療・

観光客の誘客や産業を含めた地域活
成なども視野に入れ、幅広い分野で
支援が実現できるようにすることを

※他の質問項目

認知症高齢者支援

社会参加活動

られる環境の充実に取り組む。

な課題である。区の考えを伺う。

問今後の高齢社会では、看取りが大き

など

ながら、子どもを安心して産み育て

葛飾赤十字産院がある強みを活かし

機能の強化などを要望する。区内に

携 など

※他の質問項目 東京理科大学との連

の確保などに努めている。

かの新たな会場設置による学習機会

学校の土曜四ツ木塾、寺子屋かつし

中学校のがんばらナイトや四ツ木中

どを実施している。中学校では葛美

る東京ベーシック・ドリルの活用な

答小学校では前の学年の学習定着を図

取り組みについて伺う。

問子ども達の学習機会の確保のための

本区の理数教育の充実

など

※他の質問項目

基本方針としている。

積極的に取り組んでいく。

飾

問パラリンピック大会の開催、事前キ

葛

第一の視点を大切にしながらスピー

党

民

重要プロジェクトの推進を

協働の環境づくりを進めて

主

る。特に若い世代の人口誘導策を展
開し、定住を促進することが必要で
ある。引き続き人口誘導策に取り組
み、本区の持続的な発展に努める。

響額を伺う。また５年以内に実効税

問法人税減税に伴う本区の財政への影

国の税制改正及び人口誘導政策に伴

な保育所設置などにより、待機児童

などを認可保育所用地として活用す

問若い世代の人口誘導には、児童遊園

ンに配慮した施設づくりに努める。

り早期に販売できるよう準備する。

答様々な教訓や東北での取り組みも参
２０２０年東京オリンピック・パラ

か、教育のＩＣＴ化の促進をはじめ、

問公共交通、特に鉄道に関連する施策

飾

※他の質問項目

考に、震災による産業の縮小や雇用
リンピックに向けた取り組み

に生かしていくのか伺う。

問教育環境の充実に向けスピードを上
の減少などの諸問題を克服し、新し

欠くことができないと考える。
げて進めるために、どのように組織
い理念や目標像のもと、活力ある持

グローバル人材の育成など、新しい

答学校改築・改修の専門組織新設のほ

建築年数などの現況の精査、人口の
教育ニーズに対応できるよう、柔軟

の推進・課題の解決に、一層力を注

続可能な産業復興へ向けた道筋をマ

の充実を図っていくのか伺う。

※他の質問項目 発言力向上

の未来づくりであり、教育の充実は

教育長の考えを伺う。

実が大きな推進力になると思うが、

思えるようにするには、教育力の充

区政を聞く 代表質問（要旨）
自由民主党議員団
公共施設の計画的な更新・活用と

年度の当初予算案

教育環境の充実を
平成
問「公共施設等総合管理計画」を早急
に策定し、現状の把握や将来の見通
しを検討すべきと思うが、区の考え
を伺う。
年度から２年間をかけての計

見通し、施設の更新や修繕、維持管
な組織改革を進める。

画策定に当たり、公共施設の総量や

答平成

理などに係る中長期的な経費の見込

環境づくり

※他の質問項目 優秀な教員を育てる

みの推計、課題の分析などを行う。
問今後増大する公共施設の更新や改修
に備え、将来の人口や財政の見通し
なども鑑み、積極的に基金積立を行
答公共施設の効果的・効率的な活用や
ぐべきと思うが、区の考えを伺う。

交通問題

長寿命化による財政負担の軽減とと

うべきと思うが、区の考えを伺う。

もに、将来の財政運営に備え、特に
答鉄道ネットワークの拡充を図り、区
推進などの課題に果敢に取り組んだ

健康でともに支えあうまちづくりの

問地域包括ケアシステムを構築してい
結果であり、限られた財源で区民の

地域包括ケアシステムの構築

めることが必要である。また、既存
く上で、あるべき姿をどのようにイ

策 など

※他の質問項目 重点配分を行った施

負託に応えられる予算編成と考える。

の路線についても、駅施設の改善、

特性を活かした地域の支え合いとと

答人と人の結びつきが強い本区の地域

メージしているのか伺う。

を積極的に図っていく必要がある。

ダイヤ編成などの運行上の課題解決

内の移動や都心へのアクセス性を高

公共施設建設基金について、可能な
限り積み立てを行っていく。
る区長の認識

※他の質問項目 社会経済環境に対す

教育

公共施設の効果的・効率的な活用に

もに、医療や介護の専門サービスが
連携・協力し、身近な地域ごとに高
向けた財源対策

葛

ード修繕を今後どのような考え方で

齢者を支えていく包括的な仕組みを
問東京都の地域連携型認知症疾患医療

つくることが、あるべき姿と考える。 問地域コミュニティ施設におけるスピ
センターを活用し、専門医療と密接

会社に委託すべきでないと思うがど
答効果的・効率的に事業を執行するた
に連携した認知症対策に積極的に取

うか。

められる中、今後、組織的に相応の

問本区を支える生産年齢人口の方々が、 問区内の鉄道関連の課題解決が強く求
葛飾区に住みたい、住み続けたいと

日本共産党葛飾区議会議員団
消費税増税による増収分は
め必要と認められる場合にコンサル

策

年度の予算編成

解消を図るべきと考えるがどうか。

地域包括ケアシステム

て、区長の取り組み姿勢を伺う。

う本区の影響

答新年度予算においても、協働による

ることや、区役所敷地内への暫定的

問２０１５年度からの国の社会保障制

率を ％台にするとの国の方針があ

区政の推進という姿勢は変えず、山

区の人口誘導策

げなどに伴う影響と区政運営 など

※他の質問項目 法人実効税率引き下

の負託に応えられる予算とした。

施策に積極的に財源を配分し、区民

などの防災・減災対策といった重要

齢者施策、民間建築物耐震改修助成

域包括ケアシステムの推進などの高

答保育所設置などの子育て支援策、地

問新年度予算案の特色を伺う。

るふるさと葛飾の実現を目指した。

度が後退している現状について区長

持続可能性が必要であり、国の社会
保障制度の後退とは考えていない。
認可保育所・小規模保育事業あわせ

問子ども・子育て支援事業計画では、
て毎年 名分の増設が必要だが達成
のためどう取り組むのか。
答認可保育所の整備に併せて小規模保
育事業所の整備に取り組み、さまざ

制度にどのように移行するのか区長

問新たな教育委員会制度について、新

まな手法を用いて計画の実現を図る。
年を最終年としている。その後の総

るが、その場合の財政対応を伺う。
答平成 年度は影響がないが、平成

年度以降は 億円程度の影響がある
と思われる。しかし代替財源の議論
が行われていないなど不透明な状況
である。行財政改革の推進や財政対
応能力を活用して、夢と誇りあるふ
代替財源確保 など

るさと葛飾の実現を目指す。
※他の質問項目

葛飾区基本計画の重要プロジェクト
周産期医療の充実に取り組むことが、

問葛飾赤十字産院の施設更新にあたり、

運営していくのか具体的に伺う。

葛飾の発展のために、今後どう区政

答区有施設の活用のあらゆる可能性を

につながると思うが、見解を伺う。

の連携強化が課題になると認識して

答在宅医療の充実と、在宅医療と介護

安心して子どもが産める環境の充実

会議を設置し、教育委員会と区長と

※他の質問項目 地域の魅力 など

※他の質問項目

重点施策にした理由
スメーカーとの連携や協力を通して
取り組むべきと考えるがどうか。
答今後は、ハウスメーカーなどの開発
業者にも地盤調査の必要性を説明し、
予測マップ

など

補助事業の活用を促進していく。
※他の質問項目

確保のため自転車駐車場整備計画を

問放置自転車を解消し景観と歩行空間

自転車利用の安全対策
答認可保育所などを積極的に整備し、
指すことや、利用者支援事業の新規
実施などが挙げられる。
ェルジュ

など

※他の質問項目 （仮称）保育コンシ

いく必要があると思うがどうか。

ある。学力の定着や意識調査におい

よる教育活動の活性化などの成果が

答教員の意識の向上、施設の共有化に

答早期に設置できるよう国や都、区医
認知症カフェ など

し、どのように取り組んでいくのか。

※他の質問項目

地盤の液状化対策
問液状化調査費用の補助事業は、ハウ

交通安全対策

各部などと連携し推進する。

など

答健康施策推進のため設置した。関係

康づくりへの支援推進について伺う。

問健康部設置の意図と今後の区民の健

健康寿命・活動寿命の延伸

ための健康づくりの支援を

健康寿命・活動寿命延伸の

※他の質問項目

のない良好な街づくりを推進する。

車場整備計画を策定し、放置自転車

答再開発計画と整合を図った自転車駐

が見解を伺う。

再開発計画に取り込むべきと考える

平成 年度までに待機児童解消を目

あたり、注力した点を伺う。

問子ども・子育て支援新制度の実施に

子育て支援

取り組みを

子育て支援の積極的な

葛飾区議会公明党

院としての機能強化や災害時の医療

いる。医療関係者や介護の関係者と

答新制度への移行にあたり、総合教育

人口減少を加速することが懸念され

セブンの新設が、次期答申において
も早期実現に向けた明確な位置づけ
となるよう積極的な活動に取り組む。
※他の質問項目 これまでの取り組み

小中連携教育の推進
問小中一貫教育校２校のこれまでの成

十分協議しながら取り組む。

々な検討を開始していると聞いてい

問基礎学力の定着状況について伺う。

病院との連携訓練や学校避難所運営

問災害対応力向上のために、災害拠点

答災害拠点病院を中心とした災害医療

て、小中一貫教育としての優位な成

師会等の関係団体と協議していく。

認知症対策
体制の充実が、発災時の区民の生命

果があまり見られなかったことなど

他の質問件名 無電柱化、学校教育
における不登校対策の在り方

問認知症初期集中支援チーム設置に関
を守ることにつながる。今後の医療

が課題である。
※他の質問項目 バス路線 など

実、本区の災害対応力向上に努める。 ※他の質問項目 小中連携教育の推進

救護活動訓練においても、各医療機

果と課題について伺う。

る。区として、周産期医療の拠点病

答葛飾赤十字産院は建替えに向け、様

答本区の児童・生徒の学力は伸びてき
学力調査の結果の良かった学校の指

青戸地区の街づくり
導方法を分析し、他校に広めるとと

児童解消を図る。

検討するとともに、民間所有物件も

の一層の連携を図っていく。
※他の質問項目 プレミアム付商品券、
学校教育 など

の低迷などが進み、それがさらなる

最大限活用することで、早期の待機

問人口減少の局面についての認識と、
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答生産年齢人口の減少などで地域経済

の見解を伺う。

問本区の産業活性化プランは２０１５
合的な計画策定を行ってはどうか。
は考えていない。

答当面新たな中期計画を策定すること
問区役所改革支援業務、まちづくり、
地区計画、学校建替えなど区が実施
すべきものを安易にコンサルタント

問交通政策審議会の次期答申を控え、

４面まで続きます

答防災性の向上や安全で安心して住め

今後どのように取り組むのか伺う。

どのように解消していくのか伺う。

基礎学力・体力の向上

準備組合の活動を積極的に支援する。

地再開発事業の早期事業化に向けて、 答地下鉄８・ 号線の延伸及びメトロ

るまちの実現に大きく寄与する市街

区政を聞く 一般質問（要旨）
自由民主党議員団
子育て支援の充実と
基礎学力・体力の向上を

10

答社会保障制度は受益と負担の均衡や

積する課題に取り組み、夢と誇りあ

問過去最大規模の新年度予算案におい

平成

戦略的な人口誘導政策の展開を

強固で柔軟な財政基盤を築き

政

り組むべきと考えるがどうか。

タントを活用している。
問今年度進めようとする四つ木１・２

区役所建替えよりも区民生活に
区民がおかれている経済的な状況
丁目地区の地区計画について、周知

深め、防災まちづくりの推進を図る。

相談などにより制度の周知と理解を

計画の案を作成した。今後は建替え

答今年度は個別説明会を実施し、地区

期し、説明責任を果たしてはどうか。

が不徹底である。都市計画決定を延

問区長は区民生活が悪化しているとい
う実感を持っているか。
答経済の好循環が全ての事業者や家計
に必ずしも十分に行き渡ってないこ
とは実感している。
※他の質問項目 消費税増税による区
民生活への深刻な影響

２０１５年度予算案とこれに関連す

（仮称）水元総合スポーツセンター体育館
完成予想図

はどのように認識しているか。

る今年度補正予算案
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関との連携強化を考慮し、訓練の充

訓練などの実践的な訓練を継続して

り、今後もこの傾向は続くと認識し

地下鉄８・ 号線ほか地下鉄関連

青戸地区の街づくりの推進を

新たな鉄道路線の拡充と

の連続立体交差事業

他の質問件名 四ツ木駅～青砥駅間

※他の質問項目 体力向上 など

向上対策の充実などを実施する。

ている。待機児童解消のため、平成

ているが、まだ課題もあると考える。

問待機児童の動向をどのように捉え、

子育て支援

子育てするなら葛飾で
総合防災訓練における慈恵医大
葛飾医療センターとの合同訓練

代表・一般質問の詳しい内容は、会議録（５月下旬発行予定）をご覧ください。
会議録は、区議会公式サイトや区政情報コーナー（区役所３階）
、図書館などでご覧になれます。

http://www.katsushika-kugikai.jp/

JR金町駅

もに、各学校に対する支援策や学力

答保育需要は現在も高まりをみせてお

高齢者総合相談センター立石

20

27

29

11

年度から平成 年度の３年間で、

ピード感を持って市街地再開発事業

えを講じるため、これまで以上にス

問大規模地震に対して、より確かな備

立石駅周辺地区の市街地再開発事業

園の保育料 など

※他の質問項目 認定こども園と幼稚

保育定員を１千 人拡大する。

245 29

葛飾区議会公式サイト

立石フェスタ

27

27
27
400

を進めていくべきと考えるがどうか。
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※他の質問項目 うんどう教室 など

支援事業への移行の先送り など
ルバーパスを適用すべきではないか。

協働

よる財源への影響

など

答区民・事業者が自ら必要性、やりが

況と規制緩和について見解を伺う。

問区内の公園のボール遊び禁止等の状

子どもの体力向上と遊び場環境

い、生きがいを感じながら継続して

重要なことは何か、区の見解を伺う。

問区民や事業者と協働を進めるうえで

ることが望ましいと考えている。

活動に携わっていただくことが重要

スとして、シルバーパスが適用され

答将来的に「さくら」が一般の路線バ
問試行である今の段階でもサービス低
他の質問件名 私立保育園へのサー

※他の質問項目 バス路線新設 など

保健センターの廃止撤回
下は明白であり、サービス向上とな

図書館事業の充実
問小学１年生・中学１年生に配布する
らない以上、保健センターの廃止は

問江戸川など、継続して状況把握して

放射線対策

内容・成果と今後の事業展開 など

※他の質問項目 協働推進担当の取組

き職員の意識向上に努める。

実効性あるものとするため、引き続

要と考える。また協働の取り組みを

であり、それに向けた環境作りが必

策

ビス推進費

政
行財政改革の手綱は緩めず
簡素で効率的な区政運営を

飾

かつしかっ子ブックと一緒に、読書
撤回すべきではないか。
答職員がより地域に出向くこと、健康
総合相談窓口を設置することでサー
ビスは向上するため、撤回しない。
※他の質問項目 プライバシー など

問景気回復が基調傾向にある時期だか

行財政改革

問公立保育園の民設民営化は公的責任

らこそ、行財政改革をさらに進める

子育て支援

葛

通帳を配布してはどうか。
答各学校既存の取組を尊重し検討する。
※他の質問項目 高齢者へのサービス
など
鎌倉公園・鎌倉野草園の再整備
関係の構築について伺う。
の放棄であり、白紙に戻すべきと思

いるか伺う。また小合溜の底土の調
査も進めるべきと考えるがどうか。

必要があると考えるが、見解を伺う。
答今後も行革実行プログラムに掲げた

うがどうか。
答保育サービスを安定的に継続して提

球技などの運動ができる。地域の意

答現在 カ所の区立公園・児童遊園で
策については、引き続き情報把握に

見や要望を踏まえ、ボール遊びがで

答国や東京都による河川等の放射線対

に、人口誘導を図り税収の増加につ

きる公園づくりに取り組む。

項目を推進し歳出削減を図るととも

設民営化の手法を取っており、撤回

努める。また水元小合溜は、区の水

葛

飾

学校ビオトープの位

昭和の葛飾を伺う会

年度末の刊行を目指す。

員会で内容を固め、予定どおり平成

行っており、来年度は区史編さん委

答今年度は資料収集と原稿案の作成を

問区史編さんの進捗状況を伺う。

区史編さんの進捗

置づけ など

※他の質問項目

成に向け関係機関と協力し取り組む。

計画に基づき、持続可能な社会の形

答生物多様性かつしか戦略や河川整備

と、今後の方向性を伺う。

に向けた国や東京都等との連携状況

問河川流域の生物多様性の現状と保全

けて

生物多様性かつしか戦略の実行に向

子どもの遊び など

質浄化センターにおいて定期的に放

党

※他の質問項目

なげていくなど、より一層効果的・

主

であり、その中で夢と誇りあるふる

答協働の考え方を共有することは重要

共有すべきと思うが区の見解を伺う。

の共通認識を持ち、目指すレベルを

問区と区民・事業者が住民参加・協働

協働を進める環境

子育て環境のさらなる充実を

市民活動への積極的な支援と

民

※他の質問項目 測定機器の貸借期限

底土の調査を実施する予定はない。

射性物質を測定していることから、

とすべきと考えるが、見解を伺う。

たっては、地域特性を踏まえた計画

問公共施設等総合管理計画の策定にあ

公共施設のあり方と見直し

組織整備と適正な職員配置 など

※他の質問項目 無駄のないスリムな

盤の確立を進める。

効率的な行政運営と安定した財政基

供し、多様な需要に応えるために民

渋江公園の立て札

する考えはない。
※他の質問項目 新小岩地域の児童館
と学童保育クラブ など
区立学童保育クラブ
問中道、東堀切、東奥戸、新水元の各
学童保育クラブの廃止計画は撤回す
べきと思うがどうか。
答今後も既定方針に沿った整備を進め
るが、ニーズに大きな変化が生じた
際は、子どもたちの安全と安心を守
るため、弾力的かつ柔軟に対応する。
※他の質問項目 大規模学童保育クラ
ブの解消 など
公共交通

さと葛飾をともに創り上げたい。
とニーズに合わせた対応 など

※他の質問項目 コーディネート機能

子ども・子育て支援新制度と子ども
答地域特性や基本計画などを踏まえ、

増大する需要に応えるため、学校内

問学童保育クラブの必要性が高まる中、

所

属（※４）

の話の区史への活用 など

※他の質問項目
総量抑制をはじめ、複合化や用途転

の放課後

用、長寿命化などの管理に関する基

答学校の運営面などの課題があるが、
安全で安心できる学童保育クラブと
なるよう学校内への設置を進める。
※他の質問項目 消費税増税先送りに

策定やバリアフリー化の推進を

第４期葛飾区障害福祉計画の策定

への移行などについて、具体的にど

問障害者支援施設の入所者の地域生活

のように取り組むか伺う。

ープホーム施設整備費の一部支援を

答地域生活の拠点が必要であり、グル

することで整備を促進していく。

葛飾区障害者施策推進計画の見直し

問第４期葛飾区障害福祉計画に合わせ、

どのような見直しを行うのか。

築を加え、重度の障害がある方のグ

答重点的取り組みに公共サインの再構

ループホームの整備等を検討する。

学校におけるスクールソーシャルワ

ーカーの活用

問さらなる活用に向け、教育委員会と

してどのように考えているのか伺う。

成に努めていく。

答資質を有する優秀な人材の確保や育

※他の質問項目 役割や具体的な対応

事例 など

学校施設の改築・改修に伴うバリア

フリー化

着手すべきと思うがどうか。

問エレベーターのない学校から優先し、

答改築や一部改築を計画的に進めるが、

総合的に判断する要素の一つとする。

他の質問件名 道路のバリアフリー

化

区議会だよりは、印刷用の紙へリサイクルできます。

問再整備のコンセプト、地域との協力

答地域のシンボルとなる整備を考え地
域の意見を伺い設計・工事を進める。
※他の質問項目 花時計の設置 など

28

第４期葛飾区障害福祉計画の

への設置を急ぐべきと思うがどうか。 無
本的方針や、施設類型ごとの管理に
関する方針を定めていく。
※他の質問項目 基幹型の子育て支援
施設の整備 など

道上小学校のエレベーター

乳幼児の安全対策
問（仮称）ヒヤリハット・ハウスを常
設し、啓発を図るべきではないか。
答効果的な対策の一つと考える。設備
内容など様々な観点から検討する。
※他の質問項目 事故半減目標 など

日本共産党葛飾区議会議員団

パス登録事業者が運行している。シ

28

保健センター、区立保育園・
学童保育クラブなど廃止撤回を
第６期介護保険事業計画案
問介護保険事業への一般財源投入によ
り、区独自の減免制度を構築し、保
険料を軽減すべきと思うがどうか。
答被保険者間の公平性確保や健全な介
護保険財政の運営上、一般財源を投
※他の質問項目 介護予防事業の地域

高砂地区センター

鎌倉公園
入して保険料を軽減する考えはない。 問乗合タクシー「さくら」はシルバー

乗合タクシー「さくら」
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