自由民主党議員団
区内周産期医療の充実と
南葛ＳＣとの協働の推進を
葛飾赤十字産院の移転建替え
調整の過程と支援の方向性について

問葛飾赤十字産院の建替えにあたって、

ｗｉｎｇｓ」との連携

※他の質問項目 女子チーム「南葛Ｓ
Ｃ

金町地区の街づくり

京成押上線連続立体交差事業と立石・
問連続立体交差事業の進捗状況と今後
の見通しについて伺う。
答一般区間の用地買収率は ％となっ

いたが、今年８月に区内での移転建

課題を抱え施設更新手法を検討して

答現在の施設は老朽化・耐震性などの

の仮線工事を先行して、平成 年度

今後は更地化が進んでいる一般区間

に対する理解が得られてきている。

に権利者との話し合いを進め、事業

た。駅前区間については区が主体的

替えに向け公有地の活用の支援依頼
の工事着手を目指す。
問 立石駅周辺地区まちづくりの進捗状
況について伺う。
答北口地区は総合庁舎整備の最優先候
補地に位置付けられたことを踏まえ、

使用済み小型家電の回収品目の拡大

化の促進、燃やさないごみの資源化、

年開催予定のオリンピック・

への取り組みを強化する。
※他の質問項目 計画の進捗状況
男女平等・女性活躍推進施策
問女性が活躍する社会を実現するため、
男性の積極的な協力を促していくべ
きと考えるが、区の見解を伺う。
答従来は女性がその多くを担ってきた
家事・育児・介護等に関して、男性
も女性と平等に担えるようにしてい
くべきと考えており、男性を対象と
した実践的な講座の開催や情報提供
を行い、男性の家庭生活への参画を
推進する。
問行政委員会・附属機関などの女性の
委員比率 ％の達成状況と今後の取
り組みについて伺う。
年度末で ％と目標に達して

いないものもある。推薦団体に一層

答平成
女性参加を増やすよう働きかける。
※他の質問項目 男女平等推進計画の
課題と成果
災害時の医療救護体制
問災害時の傷病者の搬送手段として車
輪付き担架の配備を進め、訓練等を
通じて地域の防災力を高めていくべ
きと考えるがどうか。

持って取り組んでいくのか伺う。
答今後は「読書センター」機能に加え、

大規模な建物への区の対策
路上喫煙の禁止

など

煙を禁止するための取り組みを行う

問区民の健康を守るため、路上での喫

調べ学習などの授業での学校図書館
の活用を推進する「学習・情報セン
べきと考えるが区の考えを伺う。

ター」としての機能を充実させ、子
ども達の情報収集力や分析力を育成

としては、これからの学校教育の情

り組みを進めていく。将来的な目標

るための研修会を実施するなどの取

ー」として、授業での活用を推進す

か、教職員にも「学習・情報センタ

に適した最新の書籍を充実させるほ

いった図書の充実を図り、調べ学習

教科学習と関連した資料やデータと

まえながら、受動喫煙防止の取り組

ともに、地域の現状や社会動向を踏

る。今後、他区の条例を研究すると

禁止条項にしていないのが現状であ

歩行喫煙以外の路上喫煙については

ゆる「ポイ捨て条例」のみであり、

で清潔なまちをつくる条例」
、いわ

境美化を目的とする「葛飾区きれい

していきたいと考える。そのために、 答現在本区の喫煙に関する条例は、環

なった本は廃棄し、子どもたちに読

答各校において、古くなり読みにくく
みを検討していく。

の強化も重要と考える。水害対策に

問近年の異常気象を考えると水害対策

今後の防災対策と水防法の改正

先を見越した防災対策を

災害は必ず起こる前提で

葛飾区議会公明党

報化を踏まえ書籍や新聞、インター

きたいと考える。

核としての学校図書館を構築してい

ー」として充実させ、学校教育の中

校図書館に集約し「メディアセンタ

ネットといった様々なメディアを学

んでほしい本を新たに選び、それら
の購入を適切に進めている。
問司書教諭の発令状況や学校司書の配
置状況を伺う。
答学校司書は全校に配置しており、週
時間で、各校２日から３日の配置
の配備状況

となっている。司書教諭については、 ※他の質問項目 学校図書館への新聞
文部科学省の配置基準である 学級
以上のすべての学校に司書教諭免許

利用が検討されているなか、創出用

問高砂団地の解体が進み、様々な土地

地震対策と併せて、大規模水害対策

組みを強化しているところである。

進と併せ、避難方法等を整理し取り

答大規模水害に備え、ハード対策の推

対する区の基本的な考え方を伺う。

地を含む地区全体の土地利活用の計
もさらに強化していく。

高砂地域のまちづくり

それ以下の学校についても、小学校

画を、区として策定するべきと考え

を持った教員を発令するとともに、
１校・中学校３校を除き、同様の司

るが、区の取り組みを伺う。

書教諭を配置している。
答平成 年度内に区内８カ所の緊急医
療救護所に１台ずつ配備する。今後、 問平成 年度に策定した「かつしか教
育プラン２０１４」では学校図書館
育において欠くことのできない学校

の文言がなくなっているが、学校教
地を含む高砂四丁目地区について地

まちづくりの基本方針を踏まえ、団

答都市計画マスタープランの高砂地域
具体的に伺う。

人たちはどこにどう避難するのか、

問荒川が氾濫した時、浸水範囲に住む

区内のすべての避難所への計画的な

配備が必要と考えており、総合防災
図書館をどのように位置づけている

気づくりなどに取り組み「読書セン

介や学校図書館の壁面装飾等の雰囲

って、朝読書や読み聞かせ、本の紹

保護者等のボランティアの協働によ

図書館担当者を中心とした教職員、

答学校司書とともに、司書教諭や学校

用など、地区全体の利活用計画につ

業に伴うまちづくり用地としての活

公園としての利用や連続立体交差事

については、京成車庫機能の再生と

により生み出された創出用地の活用

団地の建替えに伴う土地の高度利用

計画を策定し、整備を進めている。

や建物のルール等を定めて地区整備

は道路や公園などの地区施設の配置

区計画を定め、団地の建替え区域に

即時に指定できるよう検討を進める。

し、被害状況などに応じた避難先を

近隣自治体と相互に協力体制を構築

ついては、地理的特性などを踏まえ、

なっている。具体的な避難場所等に

場などへの避難を呼びかけることに

その他の方は水元公園や東金町運動

の西部南地域に住む方は市川方面へ、

域に住む方は松戸方面へ、中川以南

国道６号と中川に挟まれた西部中地

答荒川沿川地域の方は新中川以東へ、

のか伺う。

訓練や避難所運営訓練などで搬送訓
練を充実する。

ター」としての機能を段階的に高め

いて、土地所有者である東京都や鉄

問水防法の改正により、浸水想定区域

※他の質問項目 災害医療救護計画の

校教育を充実していくには、施設や

問学校図書館の機能を最大限活用し学

道事業者、さらに、地域の方々との

やハザードマップの見直しがどのよ

日本全国のゆかりの地と連携して、

も目的としており、作品に登場する

答地方都市との連携による地域活性化

こと等で、ごみのないきれいなまち

み集積所の美化・美観の向上を図る

辺から観光拠点まで拡大したり、ご

重点的にごみ収集するエリアを駅周

が想定されており、朝の早い段階で

答国内各地や外国からの多くの訪問客

中学校を受け皿とすべきと考えるが、

がいる。学び直しの場として、双葉

れているか伺う。

中

小学校が 校中 校、中学校が 校

校図書館図書標準を上回る学校は、

すべてのがん検診の申し込みを「は

併せて受診できるようにした。また

特定健康診査や長寿医療健康診査と

め、区が今後どのようなビジョンを

スが多くみられる。健診などを通じ

に重症で、合併症が進んでいるケー

なく、自覚症状が出たときにはすで

※他の質問項目 空き家となっている

上限を３年にするとされており、改

全ての労働者派遣契約は派遣期間の

は法施行日９月

け入れても問題はない。改正法案で

年度、蔵書数が文部科学省学

物産展を大会当日に開催する予定で

ってくる。このため区民への情報提
教育長の見解を伺う。

て、糖尿病予備軍の方を抽出し、予

正法に則って、適正に対応していく。

答平成

館図書標準の達成状況を伺う。

問区の各学校における最新の学校図書

学校図書館

学校教育の充実を

学校図書館の機能を最大限活用し

など

人員の整備だけでなく、教育委員会

協議を踏まえて検討を進めたいと考

進捗

指導室によるソフト面での支援が必

うなスケジュールで、どのように変

ある。今後はゆかりの地のチームを

供や啓発を行うことが重要と考える。

防を啓発していくことは、有効な取

答国は来年度中に、都は５年以内に、

入学を希望する方については、一定

に向け、積極的な受診勧奨を行う。

知を図っている。今後も受診率向上

発パンフレットも作成するなど、周

※他の質問項目 糖尿病アクションプ

ンの充実に向けて事業を進める。

関と連携し、糖尿病アクションプラ

校である。

の要件の下、中学校夜間学級での受

問胃がん検診受診率が低い。胃がんハ

問新小岩児童館の廃止は大多数が知ら

公共施設の総量抑制

取得率 など

※他の質問項目 正規職員の有給休暇

わるのか伺う。

招待していきたい。

他自治体の取り組みなどを参考にし、

なしょうぶコール」で、年中無休で

り組みである。今後とも関係医療機

今後の選挙啓発活動などの取り組み
け入れを可能とする、との国の見解

ない。別の場所への児童館設置が唯
一の解決策と思うがどうか。また、
憩い交流館は地域で唯一の要援護者
の避難所で、公共施設の少ない地域
の廃止はやめるべきと思うがどうか。
答児童館については学童保育クラブや
子育てひろばを設置し、子育て家庭

館は近隣に公共施設が不足している
考えはなく廃止の方向性は変えない。
問小中学生対象のがん教育は、将来の

問自治体独自に、利用範囲を拡大する
必要はないと思うがどうか。

ような対策を講じたのか伺う。また、
文化財として保存するため耐震化工

本会議の模様は、葛飾区議会公式サイトでご覧いただくことができます。

伺う。

があった。区内での事業継続の重要
性を踏まえ、移転先候補地として新
宿図書センター及び道路補修課敷地
を活用することとした。

問区基本計画において周産期医療の充

は準備組合が商店会との連携の方策

準備組合が関係権利者に報告会で説

を検討している。南口西地区では今

実や防災対策の強化を赤十字産院に

年５月にまちづくり協議会が設立さ

明しており、早期の都市計画決定に

強みを生かし、周産期医療の充実や

答産院の専門性や区内に立地している

れた。区は各権利者の活動を引き続

働きかけるとしているが、今後どの

地域医療連携の強化、災害時におけ
き支援する。

向け調整を行っている。南口東地区

る医療機能の強化、区の子育て支援

ような調整を行うのか伺う。

策との連携などを要望する。
※他の質問項目 金町六丁目駅前地区
まちづくり など

※他の質問項目 災害時の妊産婦対策
など
ごみ減量・清掃事業の現状と今後の

の具体的な内容について伺う。

問一般廃棄物処理基本計画の今回改定

取り組み

「南葛ＳＣ」との協働

問（仮称）「翼カップ」開催にあたって、
南葛ＳＣの持つノウハウを積極的に
活用するべきと考えるがどうか。
しながら運営する。また、原作者の
などの取り組みを一層強化するとと

答食品ロスの抑制などによるごみ減量

高橋陽一先生や版権元の集英社にも

答南葛ＳＣと連携し、関係団体と協力

協力要請して、大会の付加価値を高
もに、環境学習や若い世代への情報
問平成

提供の充実などを促進する。

める。
「キャプテン翼」に登場する都市と

問（仮称）「翼カップ」開催にあたり、

問古い利用されない本が残ることなく、
える。

浸水想定区域の見直しを実施する予
答本年７月、不登校や親の虐待等の様

受けつけている。さらに区内全自治

てきている。

適切な図書の受け入れや廃棄は行わ
要と考える。学校図書館を活かすた

定であり、区ではその結果を踏まえ、
情報提供や啓発の方法を検討する。

町会でのチラシの回覧や区独自の啓

浸水継続時間を、新たに示す予定で
が示された。この見解に基づき、双

マイナンバー制度

前代未聞の公共施設廃止 反対

国といっしょになって悪政推進

日本共産党葛飾区議会議員団

ランの推進状況 など

えられると同時に、選挙運動も行え

問 法改正により 歳以上に選挙権が与

に位置付けられていない。現在、国

るが、現時点では国のガイドライン

答胃がんハイリスク検診は有益と考え

診料を抑えて実施してはどうか。

内視鏡検査を選択制にして、かつ受

ある。できる限り区民にわかりやす

区民がいつまでも健康に

く、理解しやすい工夫をしていく。

知も必要と考えるがどうか。
歳以上に選挙権が与えられるので、

暮らせるための施策の充実を
葛飾赤十字産院の移転と今後の子育

同じ高校３年生でも選挙権がある人
て支援策の充実

問個人情報が集積されることにより、

とない人がいる状況が生じる。無意

は、がん検診の見直し作業を進めて

識のうちに法令違反を犯すことがな

支援施設として整備するため別の場

した動物の保護のため災害時動物保

情報漏えいの不安は広がっている。

問災害時飼育動物対策計画では、負傷

おり、胃内視鏡検診の導入なども検

所に設置する考えはない。憩い交流

問葛飾赤十字産院の移転については、

区長の認識を伺う。

いよう、選挙に関するルールについ

討されている。これらの動向等を踏

護施設を設置するとある。設置にあ

周産期医療という貴重な施設であり、

ティ対策を実施しており、
区も人的・

答導入に向けて、国は厳格なセキュリ

まえ、検査実施機関の確保や受診料

社会医療費の抑制や、がん予防に多

事を行うべきで、廃止は文化財保護

設定など、検討を進める。

区として支援していくべきと思うが、
答産院から、移転先として区内の公有

大な効果があると考える。がん教育

答目 的 で あ る「 行 政 の 効 率 化 」「 利 便

条例に反する行為だと思うがどうか。

区の見解を伺う。
地活用について支援依頼があった。

性の向上」
「 公 平・ 公 正 な 社 会 の 実

し、充実した主権者教育が行われる
よう、働きかけや支援を強めていた

産院が今後も区内で活動を続けるこ

について区長の見解を伺う。

現」に資するため、区民の利便性の

問区内の高校やすべての中学校と連携

だきたいと考えるが、見解を伺う。

とに加え、区内医療環境や区民が安

る有効な手段であると言われており、

問教育資料館の来館者減少はアピール

答国や都の取り組みを注視しながら、

心して妊娠・出産・子育てできる環

また喫煙はがんとの関係性も指摘さ

技術的な対策を徹底しセキュリティ

出前授業や模擬選挙などの区独自の

境が充実する好機と捉え、区の公有

動物がいるところや、囲いが設置さ
有効と考えるが、区の見解を伺う。

取り組みをさらに展開していくため、

地である新宿図書センター及び道路

向上や行政の効率化が実現できる事
※他の質問項目 マイナンバーカード
の発行経費減額 など
公務労働からブラック化を排除する
こと

が不十分だったのではないか。どの

区内の高校や中学校、教育委員会等

れている。今後とも教育委員会と連

務に限定して個人番号を利用する。

対策に万全を期していく。

との連携強化に積極的に努める。

補修課敷地を活用していただくとい

携して、生活習慣指導や喫煙防止対

問このプランのねらいは、糖尿病やそ

糖尿病アクションプラン

※他の質問項目 受診率の傾向

答規則正しい生活習慣はがんを予防す

※他の質問項目 若い世代の投票率ア

策指導をしっかりと進めていく。
う、区議会や区民、医療関係者のご

う支援方針を固めた。この移転建替

ップのための環境づくり など
学習支援策

意見も伺い、産院とも協議し進める。
ウハウを産前産後ケアの施策に生か

問葛飾赤十字産院の出産・子育てのノ

問生活困窮者自立支援事業における学
習支援事業を着実に推進するにあた

問専門非常勤・パートの年次有給休暇

っては、教育委員会との連携が必要

の予備軍の方が重症化し透析などに

について取得率が増加するよう計画

していくべきと思うが、見解を伺う。

を持つべきと思うがどうか。

と考えるが、区の見解を伺う。

なることを防ぐための手立てを講じ

答法令を遵守し付与している。取得率

ることだと思うが、区の考えを伺う。

が低い場合は事情を聴くなど働きか
マロケの協力などでＰＲに努めてき

答わたしの便利帳などでの紹介やドラ

院との協働の観点から、産院の持つ

答区民の健康寿命の延伸を図るととも

け、適切な勤務環境を整えていく。

答産院の移転建替えにあたっては、産
ノウハウや人材の専門性を、区が行

に、医療費の適正化として糖尿病腎

問国保年金課の窓口案内サービス業務

面への影響を考慮し、生活保護世帯
や生活困窮世帯の子どもであること

う産前産後を通じた子育て支援策に

症による透析導入者を減らすことが

答学習支援事業は、子どもたちの心情

が他人に分からないように取り組む

ねらいである。糖尿病の発症から合

等を考慮しながら、ご提案の施設も

問ペットとの同行避難の取り組みの推

活かすことについても協議していく。
※他の質問項目 病児保育の拡充の確

たが、耐震性能等の課題や施設の利

必要があると考える。教育委員会と

等に派遣社員を継続的に従事させて

用状況等の観点から検討を進め、教

連携し、実施場所や参加者の募集方

併症の予防まで総合的な手立てを講

いる。労働者派遣制度の悪用ともい

じる必要があると考える。

安全対策などの措置を講じ、今後も

育資料館を廃止し、本年度で公開を
答現行の労働者派遣法では派遣期間の

文化財保護条例の趣旨に則って保存

終了することとした。なお、建物は
方を抽出し、手立てしていくことが

問健診などを通じて、糖尿病予備軍の
重要と考えるがどうか。
答糖尿病の初期の段階は自覚症状が少

上限はなく派遣労働者を継続的に受

える雇用の継続は止めるべきである

進には、啓発用ＤＶＤの作成や、区

実な推進 など
がん検診受診率の向上
問今までのがん検診受診率向上のため
の取組みについて伺う。
答肺がんや大腸がんについては、区の

と思うがどうか。

ホームページでの動画配信など、一

答獣医師や飼育員の協力、地域の理解

えが様々な施策の充実につながるよ

れたテニスコートのある公園などが

て積極的に周知していく。

答

イリスク検診の対象者の拡大や、胃

24

葉中学校夜間学級において積極的に

40

法などに配慮しながら、基礎学力向
上の一環として取り組む。
力が身につかないまま中学校を卒業
し、就労等の場面で苦労され、再度、

問不登校やいじめ等により、十分に学
しており、今後、各避難所での合意

義務教育課程を受けたいと願う若者

主自らが避難する場合には、飼育動

形成や飼育のルール作りが必要にな

物と同行して避難することを原則と

答災害時飼育動物対策計画では、飼い

な設置場所を検討する。

日以降締結される

早ければ平成 年度から洪水ハザー
々な事情により実質的に義務教育を

49

るようになる。しかし、法に違反す

※他の質問項目 地域単位でのタイム
ラインの策定 など
災害時の避難所における動物携行避

18

たっては、上千葉砂原公園などの小

難体制の確立

18

含め、災害時動物保護施設の具体的

災害時における飼育動物対策の
普及啓発ブース（総合防災訓練）

30

13

受け入れる考えである。

災訓練の実施 など
十分に受けておらず、再度中学校に

パラリンピック東京大会を契機とし

高砂中学校図書室

※他の質問項目 ペットを連れての防

の連携を図り、友好を深めるべきだ

12

27

28

た取り組みを伺う。

26

30

100

がどうか。

12

26

27

26

32

ると罰則などが科せられることの周

を示す洪水時家屋倒壊危険ゾーンや

ある。また、家屋の倒壊等の危険性

ドマップの見直しに着手する考えで

29

層の工夫が必要と思うがどうか。

教育資料館
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に努め、新たな活用策を検討する。

住みなれた地域で
安心してくらせるように

地域包括ケアシステムモデル事業
問モデル事業の実施にあたって、地区
内の実態調査は１千 人のアンケー
ト調査のみでは不十分、全員を対象
に調査すべきと思うがどうか。

答モデル事業実施地区内の供給体制の
抽出、需要量の調査などの実態調査
を実施する。対象者数は、統計上信

に、手続きを簡素化してはどうか。

シ ョ ン を 高 め な が ら、「 お も て な し

て支援策の充実に向けた区の施策と

時における医療機能の強化及び子育

※他の質問項目

ていきたい。

高架下の活用

など

問イングレスはモニュメントや史跡等

イングレスを活用したまちづくり

スマートフォンのアプリケーション、

の連携などについて要望していく。
問葛飾赤十字産院の施設更新にあたり、

サービスの向上」や「挑戦し続ける

どのような地域貢献の協働の取組を

職 員 の 育 成 」「 業 務 改 善 の 推 進 」 な
どを進め、これらを実践するため、

進めていくのか見解を伺う。

の発行規模、販売箇所、広報、取扱
「 あ い さ つ 運 動 」「 接 遇 向 上 研 修 」

答販売から２カ月近く経過し、商品券
店手続き、販売の仕組みなど課題を
「協働の取組」、「職場プロデュース

価は向上しているものと認識してお

ーケティング調査においても区民評

した取り組みの結果、政策・施策マ

や地域の方々の意見を踏まえながら、

能の継続などについて、区民の皆様

敷地内にある深井戸や防火水槽の機

機能を敷地内等に残すことをはじめ、

してはどうか。また、イングレスを

めイングレスを利用することを検討

地域の活性化や地域資源の活用のた

セスできるツールである。区として、

の地域資源に対して現地に直接アク

り、このまま継続し、さらに充実し

活用するにあたり、イングレスユー

答移転先の新宿図書センターの図書館

認識した。今後の発行は、実施結果

飾

を検証しながら商品券発行主体の葛

葛

研修」などに取り組んでいる。こう

策

飾区商店街連合会とも研究していく。

政
区政のさらなる前進と
医療環境の充実を

産院と協議を進めていく。

ザーとの協働も考えられるが見解を

ていく。
区民ニーズを的確に把握し、区政を

答先進自治体の活用方法や集客効果、

問急速に社会状況が変化していくなか、
効率的・効果的に運営していくため

実施に際する課題などを調査・把握

今後の区政運営
問 子どもが元気に育つまちや健康都市、

には、職員一人ひとりの政策形成能

伺う。

快適都市などの区民との公約の実現

力と法務能力を高めていくことが必

頼性が担保できる数であり、全員を
についてどのように評価しているの

対象にする考えはない。
か。また、今後２年間、どのように

が上がっているものと考えている。

メージアップや地域活性化にも成果

た観光施策の取り組みなど本区のイ

のキャラクターや地域特性を活かし

ための取り組みの推進、本区ゆかり

創設し区民の健康づくりを応援する

答病院誘致を実現したほか、健康部を

施している。今後とも区職員の政策

運営に必要な知識の習得を目的に実

法、法令文の書き方講座など、行政

は地方自治法、地方公務員法、行政

る。法務能力に関する研修について

視察研修を実施するなど工夫してい

準的に組み入れるほか、先進自治体

関する研修については職層研修に標

要であると考えている。政策形成に

党

葛

飾

支援教室間の拠点機能が求められる

と考えるが、その位置づけと周辺校

への巡回指導教員等の専門職員によ

る支援体制はどうなるのか。

答既存の７校の情緒障害等通級指導学

級を拠点校とし、周辺の小学校をグ

る。さらに、全ての小学校に特別支

ループとして支援していく予定であ

問第四次男女平等推進計画の成果と第

連絡調整、個別の課題に応じた教材

援教室専門員を配置し、巡回指導教

の作成等を行うとともに、臨床発達

五次計画に向けての課題を伺う。

仕事と家庭生活を大切にした暮らし

心理士等の専門家による巡回を行い、

員や全小中学校で指名されている特

を送れるように、理解を深めるため

支援体制の充実を図る。

別支援教育コーディネーター等との

の 講 座 や 普 及 啓 発 を 行 っ た。
「あら

フ・バランスの推進」では、誰もが

ゆる暴力の防止」では、ＤＶの未然

など

※他の質問項目 保護者支援

は仕事優先、女性は家庭を優先して

り一定の成果は上げられたが、男性

こうした取り組みを進めたことによ

テゴリーを明確にし、内閣府の子ど

区として子どもに続く若者支援のカ

まらず、広範囲の連携が必要である。

ちへの支援は一つの部署や機関に収

問様々な困難を抱えた子どもや若者た

子ども・若者を社会全体で支援する

いる実態があり、完全な男女平等社

も・若者育成支援推進法や策定され

画」では、政策や方針を決定する過

問葛飾赤十字産院の施設更新にあたり、 問連続立体化にともない、周辺地域は

会には程遠い実状にあると認識して

取り組み

都市計画マスタープランに基づいた

いる。第五次計画では、こうした状

程への女性の参画拡大を推進した。

者 支 援 に 取 り 組 ん だ。
「女性の参

防止、早期発見、相談の充実、被害

答第四次計画における「ワーク・ライ

葛飾区の男女平等推進計画

討していきたい。

しながら地域活性化の一つとして検

中学校区が理想とされており、モデ

問地域包括ケアシステムの地域単位は

要であると考えるが区の見解を伺う。

答モデル地区内に地域包括支援センタ

ハード面での施策では、安全・安心

画の策定

民

京成押上線沿線の一体的な
まちづくりの検討を

まちづくりを進めるべきである。立

介護保険の改悪による負担増

移転スケジュール

区政を運営していくのか区長の見解

※他の質問項目

ル地区内では中学校は４校ある。地

ーや特別養護老人ホーム、小規模多

なまちづくりや駅周辺の街づくりな

形成能力や法務能力が高まるよう検

答政策形成能力と法務能力の向上が重

機能型居宅介護施設の大幅な増設計

どに重点的に取り組み、金町駅南口

討・工夫をしていく。

など

を伺う。

画を持つことは考えていない。

の再開発や京成線の連続立体交差事

・参加人数・成果 など

周産期医療の拠点病院としての機能

石駅周辺においては駅前の南北あわ

京成押上線連続立体交差化にともな
基 本 に 据 え、「 夢 と 誇 り あ る ふ る さ

を強化することが計画されているの

答災害に強い病院づくりに加え衛生面

強化を要望していくのか伺う。

と連携したエリアマネジメントを構

したまちづくりを進めるため、地域

もに、周縁の資源活用や景観を重視

せてのグランドデザインを描くとと

の高い計画としていきたい。

議会での審議を重ねて、より実効性

況を踏まえ、葛飾区男女平等推進審

るがどうか。

域協議会の設置を検討すべきと考え

た東京都の子供・若者計画にある地

う周辺のまちづくり

答制度改正は保険料上昇を可能な限り

と葛飾」の実現に向けて積極的に取

か。また、区としてどのように機能

医療環境の充実

主

域包括ケアシステム拠点の地域包括

※他の質問項目 先進事例に学んだ計

業など、長期にわたる事業も着実に

支援センターなどの大幅な増設計画

えていないのに利用料が２割負担と

問今年度からの制度改悪で、収入が増

前進していると認識している。今後

を持つべきと思うがどうか。

なったり、補足給付の打ち切りで大

も、「区民第一、現場第一」「スピー

※他の質問項目 区職員研修の開催数

幅負担増となる方がいる。独自の助

ド 感 」「 お も て な し 」 を 区 政 運 営 の

抑えつつ、現役世代の過度な負担を

り組んでいく。
※他の質問項目 地域経済環境及び行

避けるとともに、負担の公平化を図
るために実施されたもので、区とし

やプライバシーに配慮した動線確保

築すべきと考えるがどうか。

政課題や行政需要への対応

や部屋の配置、機能的な分娩室や手

答駅前や周辺の地域において、様々な

ては独自の助成を行うつもりはない。

術室の整備を図りたいと聞いている。

場面でまちづくりに参加いただいて

問今年の年末も含め、来年度も実施し、 問平成

室について、既存の７校の情緒障害

問来年４月から開設される特別支援教

年３月に策定された葛飾区人

など

連携を図りながら、地域の魅力の発

等通級指導学級は、今後周辺の特別

葛飾区の特別支援教育
えながら、周産期を中心とした医療

信や価値を高める取り組みを検討し

していきたい。

※他の質問項目 ひきこもり支援

ど

な

置や支援の方法などについて、検討

する中で、本区における協議会の設

の関わりや各種団体との情報交換を

答区の事業を通じた困難を有する方と
区としては、産院の移転建替えにあ

いる地域の方々と情報交換や相互の

性同一性障害支援
材育成基本方針に基づく取組状況と

たり、区内での安定した事業継続と

※他の質問項目
これまでの成果、今後の見直しのス

病院経営を行ってもらうことを踏ま

人材育成

大型店の取扱いをさらに限定した上

ケジュールについて具体的に伺う。

プレミアム商品券

で発売額・販売箇所を大幅に増やし

答
「 職 場 で 育 て る 」 を 基 本 に 据 え、 管
理監督者が現場での仕事を通して職

の充実や地域医療連携の強化、災害

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

※他の質問項目 社会体育会館

月下旬発行予定）をご覧ください。会議録は、区議会
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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。
成を行い救済すべきと思うがどうか。

宝木塚小学校しょうぶ学級

てはどうか。また、 歳以上のお年
販売する仕組みを検討するとともに、

員を育成し、職場でのコミュニケー

寄りや障害のある人などに優先的に
広報を充実し、取扱店を増やすため
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