介護保険事業特別会計

31,944,117,102

5.8％

31,766,103,564

6.4％

178,013,538
712,593,129

-1.2％

712,350,077

-1.1％

243,052
273,570,887,616

2.7％

264,492,911,700

2.5％

9,077,975,916

平成 年度決算を審査
決算審査特別委員会
委員長報告（要旨）

年度各会計歳入歳出決算について
審査を行うために、９月 日の本
会議において、 名の議員を構成
委員として設置されました。当委

員会は、詳細な審査を行うために、
第１から第４までの４つの分科会

自由民主党議員団

夢と誇りあるふるさと葛飾

の実現をめざして

平成 年度は、消費税率８％への引

き上げもあってマイナス成長となった

ニエンスストアなどで実施してはどう

か。公衆衛生費のがん対策事業経費に

ついては、女性特有のがんである子宮

がん・乳がんの早期発見のため、若い

世代への検診率向上などに取り組むよ

う、さらなる施策の実施を求める。

環境費の緑と花のまちづくり事業経

ものの、 ％への引き上げが見送られ、 費については、基本計画の重要プロジ

い希望をもたらすよう、今後とも区長

は、本区の経済や区民の暮らしに明る

さを持続している。自由民主党議員団

られ、その後の日本経済は一定の堅調

円安・原油安・株高などの要因に支え

る。清掃費については、コンテナ中継

施設を花で飾るなどの取り組みを求め

協議会の参加率向上や、本庁舎や公共

る取り組みを求める。花いっぱい推進

ェクトの一つであることから、さらな

きと考える。

と連携して区政運営に取り組んでいく。 所の効率的な活用について検討するべ

以下に、 年度決算に対する意見を述

号

り組みを積極的に検討されたい。事業

合戦略推進経費については、多様な取

総務費のまち・ひと・しごと創生総

を継続するよう強く要望する。西水元

事業化計画においても着実な取り組み

重要な事業であることから、次期４次

線整備は水元地域の発展に鑑み、大変

号線・

を展開する上では国内に留まらず外国

地区の街づくりについては、地域の要

都市整備費では、補助

の都市など連携する自治体の拡大を求

望に沿った支援を引き続き要望する。

べる。

める。選挙費については、投票率向上

教育費のうち、小中連携教育につい

ては、一つの小学校から複数の中学校

へ進学する課題があることから、一貫

消費・誘客を喚起する工夫を求める。

ム付き商品券をセット販売するなど、

いては、商店街共通商品券とプレミア

産業経済費の商業振興事業経費につ

いても効率化するよう求める。特別支

新校舎だけでなく、仮校舎の経費につ

司書の充実を要望する。校舎改築は、

求める。学校図書館については、学校

ため、通学区域の見直しなどの検討を

した学習指導と小中連携教育の充実の

福祉費の社会福祉費では、障害児や

援学校については、区内小学校に合わ

地に特別養護老人ホームを早期に整備

びに西亀有３丁目都営第３アパート跡

高齢者福祉費では、東京拘置所跡地並

談体制を強化するよう求める。ＩＣＴ

を配置するなどして、学校関係者の相

いる現状に鑑み、教育委員会に弁護士

望する。学校への苦情や相談が増えて

消や高校進学率の向上のために対象の

担保もあることから、貧困の連鎖の解

て、塾代助成は都の補助により財源の

生活保護費の法外援護事業経費につい

ストの増設などの工夫を求める。学校

め、宅配サービスの充実・図書返却ポ

図書館については、利用者数拡大のた

討し、より確実な取り組みを要望する。

されていると評価する。

各特別会計については、適切に執行

ことを要望する。

ターをより広い区民の中から募集する

地域応援団については、コーディネー

オ亀有だけでなく、区内各地のコンビ

張健康講座やまちかど健康相談をアリ

づくり事業のさらなる拡大を望む。出

衛生費の衛生管理費では、地域健康

拡大を要望する。

と都への積極的な働きかけを要望する。 教育推進については、組織体制を再検

し、区民が利用できるよう、区の支援

の向上に今後も取り組むよう要望する。 せて、運動会を休日に実施するよう要

保護者のニーズに沿ったサービスの質

管理を評価する。

職員費については、人件費の適切な

を要望する。

のため、公営掲示板の設置箇所の改善

261

を設置しました。
各分科会の審査事項は、第１分
科会が一般会計歳入歳出決算のう
ち、議会費、総務費、産業経済費
及び職員費を、第２分科会が福祉
費及び衛生費を、第３分科会が環
境費及び都市整備費を、第４分科
会が教育費及び公債費以下と各特
別会計歳入歳出決算を所管しまし
た。
月５日から８日にかけて、各

を行いました。審査が終了し、各
分科会長から報告書が提出され、
月 日に、当委員会は、各分科
会長からの審査経過及び各会派か
らの意見の報告を踏まえ、各会計
歳入歳出決算について採決を行い
ました。
採 決 の 結 果 に つ き ま し て は、
「一般会計歳入歳出決算」
、「国民
健康保険事業特別会計歳入歳出決
算」、「後期高齢者医療事業特別会
計歳入歳出決算」
、「駐車場事業特

別会計歳入歳出決算」については、
いずれも賛成多数で報告のとおり
認定すべきものと決定しました。
ま た、「 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳入歳出決算」については、全会

138

決算審査特別委員会は、平成

平成26年度決算に対する各会派の意見 この面から 7 面までに、平成26年度決算に対する各会派の意見を掲載しました。
26

一致で報告のとおり認定すべきも
のと決定しました。

区議会だよりは、印刷用の紙へリサイクルできます。

26

決算審査特別委員会

5,934,068

10

26

年度各会計歳

6.3％

16

日の本会議において、平成

8,565,618,093

36

分科会を開催し、所管事項の審査

10

13

９月

特別区税
318億7,143万1千円
17.6％

名の議員で構成
※その他は使用料及び手数料など。
※千円未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります。 ※比率は小数第2位を四捨五入して小数第1位まで表示しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります。

総務費
189億859万1千円
11.0％
国庫支出金
331億8,672万3千円
18.4％

入歳出決算５件を審査するため、

6.3％

出】
【歳

する決算審査特別委員会が設置されました。

8,571,552,161

職員費
256億6,369万4千円
14.9％
都市整備費
99億9,986万7千円
5.8％
諸支出金
162億5,036万5千円
9.4％
教育費
164億4,294万2千円
9.5％

繰入金
61億6,201万2千円
3.4％
繰越金
74億7,545万2千円
4.1％
都支出金
105億2,692万4千円
5.8％

10

1,722億
3,470万3千円
公債費
73億1,513万9千円
4.2％

1,807億
2,464万4千円
地方消費税交付金
55億4,621万7千円
3.1％

決算の審査は、第１～４までの各分科会において

平成26年度各会計決算

26

福祉費
648億7,004万1千円
37.7％

衛生費
42億2,253万8千円
2.5％
環境費
48億5,623万6千円
2.8％
特別区交付金
709億2,722万7千円
39.2％

計
会

議会費
6億2,603万7千円
0.4％
特別区債
26億4,100万円
1.5％
諸収入
45億5,088万3千円
2.5％

詳細に行われ、その後、決算審査特別委員会におい

後期高齢者医療事業特別会計

計

1.8％
その他
54億9,852万8千円
3.0％

て、各会計決算についての採決を行い、いずれも認

403,843,997

合

産業経済費
30億7,925万3千円

日の本会議において

-0.3％

月

51,214,137,204

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

般
一

定すべきものと決定し、

-0.4％

会

入】

16

認定されました。

51,617,981,201

歳入決算額（円）

歳出決算額（円）

歳入歳出
差引額（円）
8,489,941,261
般

【歳

分担金及び負担金
23億3,824万8千円 1.3％

26

36

172,234,702,762
国民健康保険事業特別会計

16

180,724,644,023

対前年度
伸び率
2.5％

10

計

対前年度
伸び率
3.0％
一

かつしか区議会だより No.225
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葛飾区議会公明党
区民や事業者と区が協働し

価しますが、健康部が中心となり、各
部が連携し区民のためのさらなる健康
増進事業の展開を望みます。環境費は、
エコライフについて区民が意欲を持ち

日本共産党葛飾区議会議員団
税収増を区民生活に使わず

事実上の廃止計画凍結となりました。
児童館併設の区立学童では、ホールも
利用し、児童館本来の機能が衰弱して
います。大規模学童や「詰め込み」を

政

策

葛

景気を見据えた財政運営と

を活用し特別養護老人ホームの増設を
求める。児童福祉費の病児保育は、子

昨年４月、消費税の８％増税強行に
生の修学旅行費は実施後に支給で、参

に就学援助制度があります。中学三年

経済的支援として、生活保護ととも

じられない状況が続いている。さらに

経済でも中小企業などは景気回復を感

の悪化の傾向を示し始め、同時に実態

態が続き、先行き指数は２カ月連続で

今般、景気動向においては足踏み状

病予防モデル事業は対象者を増やし、

とを掘り起こしており大変良い。糖尿

は、区民の健康不安など新たな相談ご

砂など）は早急に増設を求める。

た区内に３カ所程度（堀切・立石・高

数からも高く、改善の余地がある。ま

飾
育て支援策として非常に重要な事業と
考えるが、委託費（水元保育園・病児

よって 億円もの区民負担増となりま

年

保育室こあら）の金額は実際の利用人

仕組みとすることを求めます。地球温
した。一方、区役所建替え基金には
加できない事態が生まれています。実
内閣府が９月８日に発表した平成

地域主体の危機管理体制を

暖化対策等に効果的なミストシャワー
億円積み増し、その総額は 億円にも
施前に支給すべきです。制度そのもの
４月～６月期のＧＤＰの値は、実に３
拡大して推進すべきである。

解消するには、増設しかありません。

をエコメニューに加え積極的な設置を
およんでいます。暮らしは大変な状況
の改善を行うべきです。
四半期ぶりにマイナス成長となった。

区役所建替え推進はダメ！

望みます。再生可能エネルギー利用に
になっているのに、国保料も後期高齢

このような社会経済状況の中、景気の

次へのチャレンジに繋がるエコ宣言の

ついては区民が利用しやすい太陽光発

度な区営駐車場を整備してきた赤字を、 する小規模保育所整備を区が実施すべ

者医療保険料も値上げです。そして過
きです。認可保育園の整備に、社会福

さらなる前進を！

本格的に進められ、一層の前進が必要

電システムにするよう仕組みの改善を

祉法人支援をいっそう強化すべきです。 先行きを見据えた適正な財政運営が求

年度は今後 年間の基本計画

ともいえます。各決算については適正

求めます。粗大ごみ収集は区民にとっ
税金で穴埋めし続けています。やるべ

平成

総務費は、広報かつしかの充実及び
て良好な持ち込み制度となり高く評価
きこともやらずに 億円も使い残しま

環境費

再生可能エネルギー利用経

費は太陽光発電システム助成の執行率

早期に施設情報管理システムを機能さ
中川橋梁架替事業経費について八剱橋

路を今後優先することを求めます。新

共施設や小・中学校への導線となる道

う要望します。公共施設の維持管理は、 洞化調査では災害時に避難所となる公

身近な公共施設を次々廃止

以下、具体的に述べます。

れません。

者医療会計および駐車場会計は認めら

この一般会計、国保会計、後期高齢

画をつくり、城東地域のモノづくりの

小規模企業振興基本法にもとづく計

テクノプラザかつしかは、本区中小

らしを支える立場で対応すべきです。

Ｓです。強権的な取立てではなく、暮

税や保険料の滞納は区民からのＳＯ

修等の子育て支援新システム改修に係

上すべき。法制度改正対応システム改

理経費も本来の所管である教育費へ計

民間任せにせず、直営で行うべきです。 に計上すべき。また教育施設等維持管

企業対策をすすめる大切な施設です。

るＮＥＣに対する損害賠償金額は多額

修繕においても所管の地域振興の経費

る。地域コミュニティ施設壁紙張替等

と計上し執行を委任する形で進めてい

ごとに地域振興、教育、子育て支援へ

総務費 区有施設維持管理は工事費

める。不燃化特区事業は不燃領域率が

入れ替わりを想定し再訓練の実施を求

策定へと導かれたい。また地域人材の

自主自立を促し発災後の早期復興計画

早急に全地域への復興模擬訓練による

興訓練は執行額が低く済むのであれば

都市整備費 震災復興まちづくり復

と助成の工夫、意識啓発を徹底されよ。

弱くなりつつある。区のさらなるＰＲ

後の勢いが国、社会情勢の変化により

と認定します。

２ 年 目 の 年 で す。「 区 民 と の 協 働 」 が

ＳＮＳの活用を評価すると共に映像広
します。都市整備費は、新規バス路線

健康ホットラインかつしか

報の取り組みなどＰＲ動画配信を望み
検討調査費助成を高く評価し、鎌倉・

衛生費

ます。またキャプテン翼のイラストを
が低く３・ による福島第一原発事故

せるよう望みます。災害廃棄物の集積
の工期中の安全確保と近隣への配慮が
区役所建替えは聖域にしながら、他
連携強化等ほんものの中小企業支援を

区民の暮らし・営業に目を向けて

保育所待機児解消のため、国が補助

区の印刷物に活用するなどシティセー
した。これだけあれば、区民の願いに

所の周知の方法や水害等の訓練のあり
図られるよう望みます。地域の核とな
の公共施設は「総量抑制」の名のもと
すすめるべきです。

められる。

ルスの充実を求めます。空き家対策は、 細田地域と立石方面を結ぶ新規ルート

方の検討を望みます。総合防災訓練で
る公園整備費では公園の機能を広く周
区民の健康にとって欠くことのでき

に、どんどん廃止をすすめています。

こたえることができました。

の、社協のボランティアセンターの立
知できるよう工夫を求めます。教育費

の検討を望みます。道路修繕経費の空

ち上げ訓練を要望します。産業経済費
については、国際理解教育では、中学

各種団体及び区民との協働で進めるよ

では、商店街振興は都の制度を活用す

年以降も

重点施策として取り組むことを求める。

は、災害による電源消失時や夜間対策

く求める。災害対策経費の街路消火器

対し適正な専門員の登用を一人でも多

する。しかし、社会的経済格差が拡大

済の変化により改正され一定の評価を

取り組まれよ。奨学金制度は、社会経

教育会議にて教育大綱について早急に

育に関する権限が強化されたが、総合

法律の改正により区長の教

年間も放置したままで、対策は待った
を進めよ。北沼公園防災船着場工事は

教育費

なしです。跡地には特養ホームを早期
発災時の運行計画や舟運協定を進め、

題、ＮＥＣの損害賠償など重要課題に

わが党区議団は、区民要求実現へ、

しつつある現状にて拡大すべき創意工

に設置すべきです。
それら訓練と潮の満ち引き、橋の特性

す。
９月 日安倍政権は、国民の声を聞
かず「戦争法」を成立させました。立

関連備品等を積極的に葛飾ブランドと

産業経済費 産学官医が連携し防災

い状況で、今後どうすべきか、その望

稚園は少子化に伴い全く定員に満たな

福祉費 社会福祉費では、障害児の

への苦情相談件数が増加しているが、

早急に改善を図られたい。教育委員会

ましいあり方を検討されていると聞く。

放課後等デイサービスをより一層充実

ほとんど解決されていることは学校教

して開発されたい。

させ、質の維持・向上を図られよ。高

育担当部長をはじめ指導室の指導力を

きません。

所

属（※３）

無

とする。

無

また、都有地をはじめ利用可能な土地

高く評価する。各特別会計はこれを了

属（※２）

属（※４）

防ぐため、支援の充実が必要である。

所

戦争法廃止へ力を尽くさなければなり

無

所

平和都市宣言区である自治体として、 齢者福祉費では、介護従事者の離職を

憲主義、平和主義、民主主義を踏みに

を含め早急に全体計画の策定を求める。 夫が今後必要であると考える。区立幼

これからも全力でとりくんでまいりま

高砂団地周辺の交通不便地域は、

も設置すべきです。

不燃化事業が終了する平成

ると共に区独自の助成制度の創設を求

青戸中央集い交流館を廃止して、地

部落解放同盟葛飾支部等への補助金

属（※１）

支出という特別扱いはやめるべきです。 じる暴挙であり、断じて許すことはで

所

の専門家へと繋ぐサービスを望む。街

相続等他分野にわたる相談を他の窓口

多い。今後増えることが予想される。

求める。区民相談は相続関係の相談が

段階の状況は評価するが早期の整理を

明確ではなく整理が求められる。検討

で災害時における非正規職員の対応が

との連携を求む。清掃費の粗大ごみ収

成は執行率を上げるため庁内や事業者

進事業の太陽光発電システム設置費助

進めることを求む。地球温暖化対策推

策経費について特定外来生物の対策を

の作成を求む。野鳥等の保護・被害対

少種の保全を急ぎ葛飾版レッドリスト

は都や公園協会と連携し水元公園の希

環境費 生物多様性保全推進経費で

にも合致。過大な庁舎等は縮小が必要。

開かずの踏切改善等、都市マスの内容

者は東京都と葛飾区の２者、主な事業

なった高砂四丁目地区の計画地の地権

来レースになってしまった。対象外と

で、立石駅周辺の３カ所が選ばれる出

する際に評価４要件を前提にしたこと

円）は、当初 カ所の候補地から選考

総務費 総合庁舎整備総事業費（ 億

ま、ＮＰＯとの協働は０件で事業その

件と非常に少なく、協力店は２件のま

は 年度からの４年間で利用件数が３

高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業

成が可能。高砂駅以東の鉄道立体事業、 工夫してもらいたい。また他地区での

者は京成を含めても３者で早く合意形

ものがうまくいっていないことは明ら

出しになっており、販売価格・方法を

示・販売は事実上 万円の税金の持ち

エコライフプラザのリユース家具展

件しか執行していない事業や合理化す

れていると推定されるが、４年間で３

平成 年度決算は概ね適正に執行さ

入居支援制度の再構築を！

うとしていることは評価できる。それ

スキルアップ研修で人材の定着を図ろ

ス事業者合同説明会の継続、介護人材

護人材雇用促進事業経費の介護サービ

の意見も反映させることを求める。介

地域住民との協議を慎重に行い、住民

口地区と位置付けているため、再開発

いては、建替え候補地として立石駅北

行うことを求める。総合庁舎整備につ

として労務環境の調査・把握・改善を

区民サービスがより向上するよう望む。 託している民間企業に対し、区の責任

べき点も散見されるので改善を図り、

らと同時に介護労働者の離職を防ぐた

出している。区の事業・職務を外部委

区が自ら低賃金・不安定雇用をつくり

費削減や民営化の推進は避けるべき。

行財政改革における、むやみな人件

働く人を守る区政運営を

報 源 で あ る。 な か で も「 区 民 の ひ ろ

報かつしかは、区民にとって貴重な情

な対応が必要である。また、本区の広

害時における要配慮者については慎重

着実な計画と実施を求める。次に、水

円の基金積立を高く評価する。今後の

では総合庁舎建替えにあたり、約

一助になれば幸甚である。まず総務費

について意見を申し添え、区政運営の

したものと高く評価する。以下何点か

は適正であり、かつ区民生活を第一に

ある。こうした状況下での

層の避難対策の充実と見直しが急務で

も予断を許さない現実であり、より一

にはいかない。よって、本区において

生活を脅かしている事実を見過ごす訳

各地に甚大な被害をもたらし、人々の

近年、異常気象によるゲリラ豪雨が

避難対策の充実と見直しを

水害時における要配慮者

路消火器設置数が減少している。区が
集運搬経費の減免手続きの効率化を求

立石駅周辺の再開発事業は地元・地権

かであり放置してきた所管課は職務怠

めにアンケート調査や投書箱のような

ば」は有効な紙面であるが、掲載につ

当事者の声を吸い上げ、

主体的に自治会と連携しながら強化し
める。資源回収経費の資源持ち去り防

えとは切り離して再考すべき。事業協

力団体を広めるため更なる周知を望む。 者の意向を汲み検討し総合庁舎の建替

止対策はＧＰＳを継続し、集団回収協

力者等が保留床は売却できる自信があ

もので介護労働者の声を吸い上げるこ

高齢者民間賃貸住宅

てほしい。液状化対策については施策

都市整備費 密集住宅市街地整備促

ると言うならば、区が庁舎等の保留床

慢と言わざるを得ない。川崎市など積

とを求める。離職を防ぐ対策を行うた

あるいは助成額拡大等の検討を求める。

販売や大学との連携を望む。

億

今後他自治体を参考にコンセプトを明

成するために必要な施策と考えるが、

創業支援施設は創業間もない企業を育

生物対策も計画的に進めることを求む。 き。家庭福祉員は、待機児童改善の有

門家の協力を進め、除去時の特定外来

でオニビシ等の除去は底質の調査と専

求める。水元小合溜水質浄化事業経費

慮をシルバー人材センターに要請すべ

るならば配分金が最賃を下回らない配

福祉費 区は約７千１百万円も助成す

業は全ての土・日曜に指導・誘導、撤

放置自転車対策は新小岩のモデル事

築して積極的に取り組むべきである。

すくするためにも、行政は制度を再構

にある社会状況の中、生きがいや健康

年金の引き下げや社会保障が縮小傾向

シルバー人材センター助成について、

対策は、喫緊の課題である。一方、老

は実に充実している。とりわけ認知症

高齢化が進む中で、本区の高齢化対策

正に執行されたものと評価する。まず、

めのものとして機能させてもらいたい。 き改善を求める。福祉費については適

伝統産業保護育成の販

確にし、区内で自立し事業活動できる

維持だけでなく生活費を工面するため

産業経済費

企業をより多く輩出することを望む。

去を行っているが他地区においても同

教育費 こども体力向上プロジェク

効策であるが 名と少ない。足立区は

社会福祉費の災害時要援護

老介護の実態も真摯に受け止め、心身

名。多数採用と育成が急がれる。

ードの趣旨を広く周知啓発するため、

習時間の確保やＲＵＮフェスタへの参

機能の発達や運動会に向けた十分な練

必要。情報が知らされず、多くの区民

資料も非公開で、見るには開示請求が

絡協議会は、非公開で傍聴ができず、

都市整備費 地下鉄８・ 号線促進連

教育費は、学校の水道管理について、 ついては、接種中止の検討も含めて区

体制を見直し合理化を図るべきである。 がん対策事業経費・頸がん予防接種に

たのに伴い、現在 地区に分けている

Ｄ街路灯を導入したことにより半減し

保に努めていただきたい。次に障害者

に情報をいち早く捉え、身体の安全確

助成費拡大の検討を行ってもらいたい。 一層注視しなくてはならない。区は常

がないよう当センターへの働きかけや、 また、本区の高齢者の虐待についても、

て最大評価する。児童福祉費の家庭福

トネス事業経費は、官民協働事業とし

求む。運動習慣推進プラチナ・フィッ

ーダーへのアフターフォローの充実を

ワー養成事業経費は、すべての地域リ

層配慮するよう求む。介護予防地域パ

る上で不可欠な労働者の処遇改善に一

ルバー人材助成は、本区事業を遂行す

販路の拡充を求む。高齢者福祉費のシ

共生社会を目指した就労環境整備及び

活習慣病予防健康診査は、効果的な予

管理体制をつくることを求む。小児生

費では、蔵書点検を適切に行い資料の

進めることを求む。学校図書館支援経

事業経費は日本語学級の整備を早急に

管理の徹底を求む。日本語指導員派遣

た学校給食の充実と行政における衛生

給食調理業務委託費は栄養教育も併せ

従って、評定上位者の職位向上の意欲

職員費 職員の勤務評定が適正とは言

善・拡充を行い学力の底上げを実現。

伸び伸びプラン等の効果を検証し、改

教育費 葛飾スタンダード検定や学力

と履行の早期実現を求める。

京成・北総・葛飾区の三者協定の順守

る。小田急のＪＲ線乗入れに関する要

行うものの機械システムの管理は第三

えず、めり張りのある給与体系でない。 借上契約で、管理運営は指定管理者で

止するための積極的な啓発指導を求む。 望は、区が後手に回ってはならない。

に対し、いじめ・不登校等を未然に防

に繋がらず、管理職試験等も受けない。 者委託という形態は割高になりがちな

園の駐車場は機械システムを区の長期

化すべきである。にいじゅくみらい公

の教職員の負担軽減のためにも公会計

での徴収や清算事務、未納の督促など

を要望する。また学校給食費の各学校

て適正な水準になるよう取り組むこと

べても使用量が多いので原因を把握し

全面芝生化した一部の学校は他校と比

を求める姿勢を区として持つことを求

とならないよう、国の公費負担の拡大

を受け止め、保険料改定時には値上げ

料収入が予算現額に届いていないこと

することを求める。特別会計では保険

し無料化を目指すかたちで施策を転換

算措置や、区でもできる限り負担軽減

ことを求める。給食費は国・都への予

ポーツ団体の意向も聞きながら進める

ついて、学校校庭を使用する地域のス

の慎重な姿勢を求める。校庭芝生化に

目指していただきたい。また、東京理

果が出ており、より学力と体力向上を

評価する。教育費については確かな成

機能のチェックは、健康促進のために

の高齢者を対象にした歯科健診と口腔

ラン」に大いに期待する。また、

て は、
「かつしか糖尿病アクションプ

とも今後の課題である。衛生費につい

中で離職者も依然として続いているこ

上げており評価する。一方、就労者の

の就労支援については、着実に成果を

歳

祉員運営委託経費は、有資格者や有望

防を推進するため事前指導の徹底等で
な女性人材を引き出すための広報周知

科大学と連携した学習教室に期待する。

部課ごとの残業時間にバラツキが多く

める。予算に対する執行は、概ね適正

受診率の向上に努めていただきたい。

ので再契約の際はライフサイクルコス

に努め運営母数の拡充を求む。私立・

各特別会計は評価する。

に行われていると認める。

各特別会計は適正な執行と認める。

業務分析・定数等の見直しが必要。

区立学童保育クラブ運営助成経費は、

トを考えて契約を見直すべきである。

10

街路灯の維持・管理は、リースＬＥ

防災訓練・各種イベント等で効率的か

加目標等あらゆる機会を通して心身と

は地下鉄の話は終わった話と思ってい

ト推進経費は校庭遊具を活用した身体

つ継続的ＰＲに努めるよう求む。障害

ウンセラー派遣事業経費は、児童生徒

障害者安心カード配布経費は、安心カ

福祉費

の負担の軽減と手厚い対策を求める。

へのアプローチを求む。

の方向性は評価するが執行率がゼロで

進事業経費の拡大は評価し特区終了後

極的に行っている自治体の事例を参考

総務管理費の人事管理の中

ある。執行率を上げるために要件緩和

の継続を求む。街路樹維持管理経費は

として購入せずとも事業は進むはず。

にしながら高齢者等の住み替えをしや

総務費

路拡大支援事業は伝統産業の実態に即
街路樹の根上がり対策の工法の導入を

土地開発公社の金融機関からの借入利

年度決算

し評価する。今後海外進出や外国人へ

率は非常に高く見直しが必要である。

総合庁舎整備は立石駅周辺

32
26

識し、区としては最低賃金を割ること

15

570

26

という出来レースを見直せ

ージ事業での事故、教育現場の法的課

公園面積などの地域特性により違う事

数は、今年度半減です。もとに戻すべ

になる。慎重に対応しＮＥＣに対し強

生徒らとインターネット電話を活用し
きです。

命と安全を最優先にまちづくりを

成年後見制度に係る相談受付件数が増
た交流を望みます。小中一貫教育は、
の損害賠償請求を放棄してしまったこ

ない小菅・高砂保健センターを廃止し

加したことは評価します。養成した市
これまでの課題を整理し、小中連携が
とは認められません。

校の１・２年生を対象としたイングリ

民後見人が実務経験を積めるよう望み
さらに進み教育の充実を望みます。区
まだ使える旧心身障害者福祉会館を

めます。産業見本市では、早期の周知

ます。利用者工賃向上推進事業では、
民大学の専用ホームページを開設し講
解体し、自転車リサイクル工房をムリ

を意識し密集事業、細街路拡幅事業な

障がい者施設への経営コンサルタント
座の動画やテキストアーカイブをアッ

く賠償を求めよ。また賠償価格が決定

派 遣 を 評 価 し ま す。「 介 護 の し ご と 大
プして多くの区民が閲覧できるよう工
ヤリ移転させました。まさに、ムダ遣

首都直下型地震が叫ばれる中、液状

発見」の充実と共に、人材確保・スキ
夫を望みます。若手教師塾は、実りあ
いです。

化対策や家具転倒防止器具取り付けな

ルアップ定着を支援する区独自の施策
る研修となるよう内容の充実及び工夫

ました。その結果、電話による相談件

の検討・充実を求めます。ひとり暮ら
を望みます。来年度、開設する水元体
元の町会管理にしました。これでは、

ッシュ・キャンプは高く評価します。

し高齢者等実態調査事業は、社会的孤
育館については、新規の利用者拡大を
自身の負担が懸念されます。

及びスペースの効率化やレイアウトの

立の防止や認知症の早期発見・早期対
図るとともに現在の利用団体・個人の

どと整合性を持って進められよ。また

応を図る成果が見られたことは評価し
利用者の確保も図るよう求めます。Ｖ
子どもたちの居場所・夢を奪う区政

するまでは委託料を支払うべきではな

ます。今後は高齢者の安否確認のため
リーグやＢリーグの公式試合の誘致の
区立南新宿学童保育クラブを廃止し、

ど、区の支援をさらに拡充すべきです。 い。法規専門員雇上費は、鍼灸マッサ

の協定締結の拡大を望みます。衛生費
検討とともに、路線バスの乗り入れな
５つの区立学童廃止計画をすすめてき

数は変わらないものの、直接区民が保

では、産後ケアとして妊婦の無料歯科
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