葛飾区議会公明党
中期実施計画策定に当たって

るが、見解を伺う。

み、駅前などの一部を花壇として提
曳舟川親水公園や水元さくら堤など

供することなどを行っている。現在、
約 か所で活動している。

答実施するためにはかなりの経費がか
かることや、他の市町村を見ても利
など

用状況が少ないことから、コンビニ
今後の展開

金町駅周辺のまちづくりと

重点行動計画を中心に計画の積極的

温暖化対策地域協議会」を設置し、

らわれることなく、柔軟な対応に努

保と長寿などの制度や組織の枠にと

者などの意見や現状を、どのように

問窓口業務などを通して把握した高齢

めていく。

の意見を伺い、条例設置について検

地球温暖化対策への取り組み
金町駅周辺のまちづくりに伴う、道

討していきたい。

な推進を図り、区民・事業者の方々

路・交通サービスの充実

国や東京都後期高齢者医療広域連合

※他の質問項目

に伝え、制度の改善に結びつけてい

エンスストアを利用した図書館サー

して、助成を行っているが、今後、

問現在、区は太陽光発電の普及事業と

積極的に取り入れるべき施策

ルな道路計画について区はどのよう

問金町駅周辺の開発に合わせ、トータ

くのか。

高齢者施策

さらに国や東京都に加算する形で、

あると考えている。

な考えを持っているのか。また、区

相談などを通して問題点を把握し、

答これまでも区民からの問い合わせや

ビスについては将来的な検討課題で
問「介護サポーター・ポイント制度」

る必要があると考えるがいかがか。

区独自に積極的な助成拡大を検討す

子育て支援
食費、教材費、保育サービスなどに

東京都の状況を含めて見解を伺う。

広域連合に対し、特別徴収の選択制

で進めている道路整備に加え、国や

答現在、太陽光発電の普及のため太陽

を第４期高齢者保健福祉計画・介護

答金町駅周辺のまちづくりを推進する

保険事業計画に取り入れるべきであ
ると思うが、区はどのように考える

助

地域幹線道路である補助

号線や補

６号線・水戸街道や都道岩槻街道、

※他の質問項目 削減目標の数値化

度を開始し、補助拡大を図った。

グリーン電力証書として買い取る制

からは、区民が発電したエコ価値を

たり３万円を助成している。今年度

援課、障害福祉課という高齢者に関

問国保年金課、介護保険課、高齢者支

必要な提言や要望を行う。

議会などさまざまな機会をとらえて、

の提言をした。今後も広域連合の協

光発電設備設置費助成として

いつまでも元気で生活し、身近な地

ことが重要であると考えている。現

ためには、主要幹線道路である国道

域の中で地域の人々とふれあい、互

在、区、国及び東京都それぞれの役

のか。

いに支え合うことが可能となる施策

答高齢者の方が住み慣れた地域の中で、

展開のためにも「介護サポーター・

号線とネットワークを構築する

が考えを伺う。

やすい窓口整備を速めるべきと思う

する窓口を効果的に配置し、利用し

割分担に基づき、道路整備を計画的

「地上デジタル放送」移行のための

平成

国保年金課の窓口改修を実施したが、

い窓口」の実現に向け、戸籍住民課、

など

など

ポイント制度」の実施を検討してい

に進めている。
※他の質問項目 駐輪場の確保

に移行できるよう、アンテナ設置費

問区民がスムーズに地上デジタル放送

・案内システムの稼動に合わせ、介

ガイドブックの作成

きたい。
※他の質問項目

などの一部を助成する事業を国など

護保険課、高齢者支援課、障害福祉

立石図書館の建て替

や保険料減額の拡大など改善のため

利用できる（仮称）子育てサポート

※他の質問項目

あ

チケット制度や子育て手当制度の創
設を考えるべきと思うが、区の見解
を伺う。
年度に策定する後期子育て支

援行動計画に、今年度実施する小学

答平成

生以下の子どもを持つ保護者などを
対象とした子育て支援施策の需要調
査結果を反映し、区の現状に即した

（仮称）子ども総合

実効性のある事業として盛り込んで
いきたい。

※他の質問項目

問金町駅前に開館する新中央図書館に

が開始した。本区でも国の助成に加

答「待たない・迷わない・利用しやす

おいて、電子書籍をインターネット

算する制度が必要と考えるがどうか。

費用助成
問本庁舎に、緊急地震速報機器を設置

上で貸し出し、返却できるＷｅ ｂ図

など

し、保育園や学校などにその情報を

書館コーナーを設置してはどうか、

え

伝達するシステムを構築するべきと

な

問次期「環境基本計画」の策定にあた

考えるがどうか。

新中央図書館

り、保全と再生の考え方を、明確か

年度に予定している福祉相談

つ具体的な方向性で進めるべきと考

教育振興ビジョン
く、この５年間の取り組みについて、

うな自然を再生し、守っていこうと

豊かな緑の中でホタルが飛び交うよ

答かつて葛飾がそうであったように、

かなどを検討していきたい。

行い、どこに導入することが効果的

ては、システムの比較研究を十分に

ビスから撤退を始めている。区とし

イル放送事業者が緊急地震速報サー

業などもない利点とともに、著作権

介することなく、延滞による督促作

貸し出し、返却に図書館職員の手を

答Ｗｅ ｂ図書館における電子書籍は、

ては、地上デジタル放送への対応が

を考えるべきである。今後、区とし

来、国が移行に伴うさまざまな対応

として決定したものである以上、本

答地上デジタル放送への移行は、国策

スペースの確保などの環境が整い次

う、効率的に配置していく。今後、

課の窓口をより利用しやすくなるよ

問現行
 の「 教 育 振 興 ビ ジ ョ ン 」 に 基 づ

する意識が区民に根付くことが大切

※他の質問項目

答「教
 育振 興 ビ ジ ョ ン 」 の 確 か な 学 力

に働きかけを行うことを基本とし、

困難な世帯については、国に積極的

問官民の役割分担を踏まえた新保健所

新保健所のサービス体制
ないなど課題も多い。今後とも他の

問題などから提供される資料数が少

区の見解を伺う。

の定着では、学習支援講師の配置に

である。また、今後のまちづくりに

考えを伺う。

よる習熟度別授業などを実施し、豊

は自然の保全・再生、自然との共生

の運営体制についての考えを伺う。

民間でできないものや保健所の信頼

答法令に基づく許認可や監視指導など

性に基づいて行う必要があるものは

保健所が直接実施する。民間で行う

ことにより区民の利便性の向上や効

率的で質の高いサービスの向上が期

携を推進していく。

待できるものは、民間事業者との連

問区民の健康を維持するため、新保健

ガス削減のために、区が率先して施

べての相談に対応した。今後も、国

し、受付をした職員が、最後まです

に長寿医療制度相談コーナーを設置

答高齢者などが気軽に相談できるよう

を伺う。

検査業務の実施状況についての考え

させていくのか。また、健康診査・

所の試験検査機能をどのように向上
うか検討していきたい。

策を進めていかなければならないと

答検査機器の技術革新や検査検体の多

考えている。新たに、「葛飾区地球

※他の質問項目

舟運事業

ていくべきか。

し、今後の窓口業務をどのようにし

問長寿医療制度導入後の半年間を総括

高齢者対策

京成高砂駅周辺のまちづくり

高齢者対策と鉄道立体化に伴う

自由民主党議員団

十分に注視していきたい。

東京都や他区の動向などについても

自治体の導入状況などを把握しなが
ら検討していきたい。
葛飾区地球温暖化対策地域推進計画
での京都議
定書の合意や洞爺湖サミットでの合

問計画について、ｃｏｐ

意を踏まえて、区長は、どのような

の花づくり活動への支援は、一定の

第、窓口の整備を実施したい。

かな心の育成では、あいさつ運動の

問中川護岸耐震補強工事の進捗に合わ

中川の水辺の活用

防災訓練メニューへ

推進などに取り組んできた。このよ

の取り入れ
バイオディーゼル燃

を「環境基本計画」の大きな柱のひ

など

せてできる親水テラスや、従来から
北の交通路として活用できるサイク

思いで本区の計画を策定したのか、

ある堤防沿いの遊歩道を精査し、南
リングロードを整備してはどうか。

「花の達人のお花畑」

料の提供

※他の質問項目

うな積極的な取り組みによって、本
一方、学力に関しては、高い層と低
い層に別れていることや学校間で学
習到達度に差が出ていることなど、

答現在、東京都において検討されてい

まだまだ課題があると考えている。

園や街路で花を育てている活動は、

の達人のお花畑」として、区民が公

答この計画は、大変重要なものと認識

問元気満 （てん）プロジェクト「花

次）を作成し、教育環境の変化に対

るが、区としても親水テラス側を歩

している。また、計画に基づいて区

ルールのもとに公園や道路の植え込

考えを伺う。

応した取り組みをまとめていきたい。

区内にどのくらいあり、その活動に

民・事業者と一体となり、温室効果

※他の
 質問 項 目 教 育 振 興 ビ ジ ョ ン の

行者利用、緑道公園側を自転車利用

スストアでも可能とするべきと考え

答「花の達人のお花畑」における地域

いるのか。

として分けるなど工夫ができるかど

など

対して区はどのような支援を行って

改定

今後は、教育振興ビジョン（第２

3

答すでに導入した３自治体では、モバ

えるがどうか。

センターへの児童相談所の移管

１
kw

どのように評価しているのか、区の

防災対策

276

問来年
 度以 降 も 値 上 げ が 予 想 さ れ る 給

区政を聞く 一般質問（要旨）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。
問本の貸し出し・返却をコンビニエン

本会議の模様や区議会だよりは、葛飾区議会公式サイトでご覧いただくことができます

30

とつとして位置づけていきたい。

環境問題

学校図書館・区内中学校

区の学校教育は着実に前進している。

22

ど

138

22

図書館・学校図書館の充実
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