り方を検討した上で、各組織が連携
ジメントシステムの一つであるＩＣ

担をどのように考えるか。またマネ
交通結節点機能拡充に向け、北口整

場等の基盤整備を行う必要があり、

重要と考えるが、区の見解を伺う。

の都市基盤整備を行っていくことが

ルプランを示し、駅前広場や道路等

に向けた保育所の設置、多子世帯へ

特徴的な事業としては、待機児解消

的に予算配分を行う事業を選定した。

進」などの区政課題を中心に、重点

実」
「 安 全・ 安 心 な ま ち づ く り の 推

答「 子 育 て の 充 実 」「 高 齢 者 対 策 の 充

機会の確保に努めるとともに、区内

等の発注が見込まれる。今後も受注

これまで以上に継続的な工事や修繕

施することにより、区内事業者には

答公共施設の改修や修繕を計画的に実

飾

答少子高齢化への対応や防災意識の高

地域と協働して進めていく。

備のトータルプランの立案を検討し、
ームの整備支援、新小岩駅周辺開発

の経済的負担軽減策の充実、特養ホ
る。

チャレンジできる仕組みを検討す

事業者がより高いレベルの工事に

ヤなどの運行面及び駅舎改修など施

巻く今後の大きな動きに対し、ダイ
案ではどう配分されたのか。

に充てるとしているが、本区の予算

問政府は消費税増税分を全額社会保障

問鉄道事業者に対して、常磐線を取り

設面での利便性向上を訴えていくべ

にどう取り組むのか区の考えを伺う。

の最重要課題の一つである。消費税

充実」などの社会保障施策は、本区

答「子育ての充実」や「高齢者施策の
々が応募しやすい環境を整え、雇用

検討し、区内の保育士資格を持つ方

ママが共同で保育を行う事業などを

答待機児童の多い地域での募集や保育

今後も駅利便性の向上を求め、事業

答昼間の運行本数の増が図られたが、
を創出し保育の質を高めていく。

のか。

るため、どのような施策を盛り込む

区民との協働による減災対策を進め

問地域防災計画の抜本的な見直しでは、

危機管理、減災対策の推進

人材の確保策 など

※他の質問項目 介護サービスを担う

率引き上げによる平成 年度の増分
は 億円と見込んでおり、全額社会
保障施策の維持、充実に活用する。
※他の質問項目 社会保障と税の一体
改革が本区に与える影響
公共施設の効果的・効率的活用
問公共施設の活用は、今後求められる
サービスや提供するべきサービスを
答サービスのあり方を十分に検討し、
備蓄を進めることや家具転倒落下防

割を記載し、自助の取り組みとして

前提とする必要がある。考えを伺う。 答行政・区民・事業者のそれぞれの役
サービス提供、施設の活用の両面か
して地域別地域防災会議や学校避難

止などを、また、共助の取り組みと
所運営訓練などを盛り込んでいる。

ら、施設の機能を調整し活用を図る。
のとれた計画的な財源確保が不可欠

問職員の勤務時間外に災害が発生した

問公共施設の改築・改修にはバランス
だが、区の考えを伺う。

場合の参集・行動を明確にすべきと

もに起債抑制に努めるなど健全な財

あらかじめ職員を指定し自主参集す

対策本部や避難所などについては、

答災害時に重要な位置づけとなる災害

思うがどうか。

政運営に取り組んできた。一時期の

ることを定めるなど、できる限り早

建設基金などに積み立てを行うとと

答将来の施設更新需要に備え公共施設

世代に負担が集中しないよう、財源

党

葛

飾

など

問制度導入後 年経過したが、よりよ

学校選択制

の想定とする理由

※他の質問項目 東京湾北部地震を区

る。

く初動態勢が構築できるようにす

を確保しながら改築・改修を進める。
これからの社会状況を支える区内企
業の育成と人材育成

主

問公共事業を担う区内企業の育成につ

民

公共施設の更新と木造密集市街地

い仕組みにすべきと思うがどうか。
学区域の趣旨や今日的な課題に対応

答選択制のメリットを活かしつつ、通
できる新たな仕組みを構築する。

の改善、水害対策を図れ
財政フレーム及び税制改正に伴う影響

※他の質問項目 子どもの地域参加

など

半額程度とすることを考えている。

答区内企業の出展費用は、区外企業の

問企業の費用負担について考えを伺う。

産業見本市の開催

※他の質問項目 職員の育成

に、本部訓練実施頻度を増やす。

答態勢見直し、マニュアル改正ととも

訓練についての見解を伺う。

問災害対策本部の設置・運営に関する

地域防災計画及び人材育成

問地方消費税分の歳入増の部分につい
て、社会保障への対応はどのような
認識で取り組んだのか伺う。
答子育て支援や高齢者施策の充実など
実施計画への影響の

社会保障施策を強く意識した。
など

※他の質問項目
有無

今後の公共施設の更新
問今後の施設更新への取り組みについ
て、区の具体的な見解を伺う。

総合庁舎整備基金

具体的な施設活用計画を作成する。

答新たな組織を整備し総合調整を行い、
※他の質問項目
など
葛飾区都市計画マスタープラン

答人口の減少をできるだけ抑えるよう

路や公園等の空地の割合も高める。
水害対策 など

出展企業のビジネスチャンス拡大を

産業見本市を成功させ、

事業

他の質問件名 ワンセグラジオの給付

※他の質問項目 工事の前倒し など

夫や劣化状況の把握が課題である。

に従って修繕している。安全面の工

答長寿命化修繕計画で定めた優先順位

況と課題について伺う。

問本区が管理する橋梁の長寿命化の状

替事業の進捗

本区橋梁の長寿命化と新中川橋梁架

組み など

※他の質問項目 国の協力と区の取り

跡地の防災公園化実現を働きかける。

中である。引き続き道路整備や線路

答国と京成電鉄が基本協定締結の協議

捗状況について伺う。

問国の京成本線荒川橋梁架替事業の進

区のまちづくり

京成本線荒川橋梁架替工事と堀切地

※他の質問項目

答密集住宅市街地整備事業により、道

※他の質問項目 人口誘導

いくことが必要であると考える。

さまざまな施策を構築し、実施して

どのような認識を持っているのか。

％達成に向けた区の見解を伺う。

問平成 年の人口減少の局面について、 問 木 密 地 域 不 燃 化 特 区 の 不 燃 領 域 率

街づくり

※他の質問項目 サービス提供 など

な改修による長寿命化を図る。

能を調整し、具体的な改築や計画的

活用の両面から複合化など施設の機

織が連携して、サービス提供と施設

答サービスを所管する各部と新たな組

勢や特徴的な事業を伺う。

問予算編成における区長の取り組み姿

平成 年度の予算案

青木区長のリーダーシップに期待

区民が真に求める施策展開のため

葛飾区議会公明党

※他の質問項目 連続立体交差事業

者に対し積極的に働きかけていく。

きと考えるが、区の見解を伺う。

問子育て支援を担う人材の育成と確保

事業などに予算計上した。

いて、どのような対策を進めるのか。

して、施設活用計画や改築計画、中
Ｓの考え方を取り入れてはどうか。

葛

まり、地域の自主活動の活性化、さ

答中長期的な街づくりとして、駅前広

長期的修繕計画等を作成し、施設の
の考え方の一部を導入し、組織や役

答各部を役割に当てはめるなどＩＣＳ

区政を聞く 代表質問（要旨）
自由民主党議員団
堅実な財政運営と公共施設の
更新、長寿命化に取り組んでいく。

新制度導入に向けた取り組み

※他の質問項目 子ども・子育て支援

用し、区民の保育ニーズに応える。

情に応じて、小規模保育を有効に活

答認可保育所の整備に加え、地域の実

活用が必要になると考えるがどうか。

認可保育所整備に加え、小規模保育

問潜在的な保育需要を見据えたうえで、

われる環境を実現する。

により、「葛飾で子育てしたい」と言

答保育施設の整備と経済的な負担軽減

見解を伺う。

て支援を推進していくのか、区長の

問どのような事業に重点を置き、子育

子育て環境の充実

※他の質問項目 受援体制 など

割分担を見直す。

※他の質問項目 特定目的基金への計
画的な積立て

今後の災害対策における本部体制の
強化
在宅療養患者搬送支援事業
手順について伺う。

問対象者と、搬送支援を受けるための
答訪問診療・看護を受けている在宅療

年度当初から病院救急車を運

策

若者の就労支援を図っていきたいと
らに夢と誇りあるふるさと葛飾の実

解消に向けた保育所設置や特別養護

ェスタや産業見本市も予算化した。
※他の質問項目 消費税率 など
公共施設のあり方
問公共施設の効果的・効率的な活用の
実現に向けた取り組みを伺う。

葛飾区議会公明党
支えあう福祉社会に向けた対策と
橋梁の長寿命化
地域包括ケアシステム
向性について伺う。
答多職種間の顔の見えるネットワーク
づくりを推進する。
※他の質問項目 介護人材確保 など

※他の質問項目 企業間交流の場の設
定 など
清掃事業
問古布回収は、公共施設に固定の拠点
を設けるべきと思うがどうか。
答清掃事務所等清掃関連施設に回収ボ

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。

効果的な活用・更新を求める
財政運営
問都区財政協議における区側の提案に
項目の提案のうち、防災備

対する都側の回答について伺う。
答区側の
蓄経費や認証保育所運営費等事業費、
木密地域不燃化事業など 項目の協
議が整った。
問財政調整交付金をはじめとする歳入
見込みと、今後の経済動向をどのよ
うに認識しているのか伺う。
答景気の回復傾向や税制改正等を反映
して過去最大の予算を支える歳入と
した。景気回復が十分浸透するよう
経済支援策などを展開していく。
※他の質問項目 法人住民税の一部国
税化
新たな公共施設活用の推進体制と財
問危機管理・減災対策推進委員会にお
いて、どのような議論がなされ、地

源確保策
問組織新設の目的と効果について伺う。
域防災計画の見直しにおいて、どの
答地震対策から危機管理対策全般につ
養者が対象で、かかりつけ医が患者

ような役割を担っているのか伺う。
いて議論し、地域防災計画見直しに

率的な維持管理を実現する。

答公共施設の計画的な改修や改築、効
問新体制では、各組織がどのように連
ついて方針決定を行った。

政

問金町駅北口周辺の街づくりのトータ

金町駅周辺の街づくりと鉄道問題

※他の質問項目 かかりつけ医の役割

用する方向で準備を進めている。

答平成

するのか伺う。

問いつから実施し、病院救急車を運用

の意思を尊重し登録手続きを行う。

携・協同して公共施設の更新や長寿

問生活保護基準改定に伴う就学援助支

る考えはない。

度があり、独自の補助制度を創設す

答所得に応じた保険料の軽減などの制

きと思うがどうか。

険料に、独自の補助制度を創設すべ

問災害対策本部として、組織、機能分

命化、改修を進めていくのか伺う。
答サービス所管課が施設サービスのあ

日本共産党葛飾区議会議員団
安倍政権の暴走許すな
区民生活応援の区政を
区長の基本的政治姿勢
額が減少することがないよう改善措

給基準の見直しによって、就学援助
置を求めるがどうか。

問安倍首相は、２月 日の衆議院予算
委員会で立憲主義を否定する答弁を

区を大きく成長させていくための

年度当初予算

足掛かりとなる予算を
平成

認識に立ち、どのような施策に重点

考えており、設置する考えはない。

配分を行ったのか。

問経済の活性化につながるよう、自然
現に欠かせない本区の特性を発信し

答しごと発見プラザかつしかで適切に

雇用対策の拡充を求めるがどうか。

問若者サポートステーションを設置し、 問社会経済環境について、どのような

いる。

区民負担を軽減できたものと考えて

響を最小限に抑えたうえで、最大限、

答今回の見直しは、就学援助費への影

行ったことは、民主主義の土台を掘
り崩す暴挙である。この発言に対す
る区長の見解を伺う。
く、首相として政府としての答弁に

答この発言は、立憲主義の否定ではな

責任を持つという意味であり、国会
の場において十分に議論がなされる
べきものと考えている。

再生エネルギーへの助成を拡大すべ

老人ホームの整備支援、プラチナ・

ていくことを意識した。特に待機児

助成対象を大幅に拡大し、普及に努

答区では太陽光発電設置費の助成額や
フィットネスの拡充などを予算化す

きと思うが、区の考えを伺う。

めている。国や都の政策動向や利用
るとともに、防災・減災対策では、
の充実や高所カメラ整備調査費など

不燃化特区指定区域の建て替え助成

技術開発の進展などを注視しつつ、
問保健センターの統廃合計画は、抜本

を、また協働の視点では、市民後見

今後検討していきたい。
的に見直し、必要な業務の根幹とな

人の養成や地域の防災マップなどを、

など

さらに区の特性を発信するフードフ

る保健師の増員などの体制こそ計画
答検討結果報告書（素案）で方向性を

化すべきと思うがどうか。
※他の質問項目 教育委員会制度改革
示してきた。今後、具体的な方策を

設

※他の質問項目 医療費助成制度の創

考えていない。

示していくので、抜本的な見直しは

の提言に対する区長、教育長の考え
など
来年度予算
問国民健康保険料・後期高齢者医療保

する経緯と理由を伺う。
答公共施設の有効活用を検討してきた
が困難であり、小学校敷地内に新た
に建設することにしたものである。
※他の質問項目 案内板表示 など
かつしかふれあいＲＵＮフェスタ
問将来的に大きなイベントにするのか。
答大きなイベントに育てていきたい。
他の質問件名 水害対策、京成本線荒

※他の質問項目 目的・概要 など
問今後の区民大学の方向性を伺う。

川橋梁架替事業、木造密集地域への取

図書館サービスの拡充

※他の質問項目 助成対象と理由

び自信につながるため奨励している。 問在宅医療や介護のさらなる連携の方

答学習の習慣化、基礎的内容の定着及

問受検をすすめる理由と必要性を伺う。

制度

英語検定をはじめ各種検定費の助成

※他の質問項目 概要と実績 など

域貢献できる人材育成を進めていく。 り組み

答学びによる自己実現機会を増やし地

かつしか区民大学

英語検定等助成制度

かつしか区民大学の活用・発展と

青戸六、七丁目地区の街づくり など

他の質問件名 夏季休業日の見直し、

※他の質問項目 特別支援教育 など

４面まで続きます

切に解決するため窓口の一本化が必

答いじめ・不登校等の課題を迅速・適

問再編する理由、内容について伺う。

総合教育センターの再編

※他の質問項目 事業の内容 など

区政を聞く 一般質問（要旨）
自由民主党議員団
ふるさと葛飾を支える次世代を担う
子どもたちの教育の重要性

かつしか教育プラン２０１４
問主な特徴について伺う。
答「かつしかっ子宣言」と「葛飾スタ
ンダード」が大きな特徴である。
※他の質問項目 教育の進め方 など
葛飾学力伸び伸びプラン
問具体的にどのような事業か伺う。
し、基礎学力定着・向上を推進する。

答各校長策定の学力向上プランを支援
※他の質問項目 取り組みと成果 など
ＩＣＴを活用した授業
問事業の狙い・目的を伺う。

要であり、区役所の担当係を統合し、

問地区図書館をこすげ小学校内に設置

26

42

答基礎的な学力向上を図り、生きる力

教育センター内に組織再編する。

26

50

を育むことを目指している。

26

11

70

木造密集地域
産業見本市出展企業向けセミナーの様子

http://www.katsushika-kugikai.jp/
葛飾区議会公式サイト

10

子育て応援区（新設の「かみこまつ保育園」
）
葛飾区総合庁舎

葛飾区総合庁舎
ＩＣＴ機器を活用した授業

28

東京新聞紙面

26
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ックスを設置する準備を進める。
※他の質問項目 不法投棄防止 など
花いっぱいのまちづくり
問新年度予算における活動団体への支
援の具体的な内容を伺う。
答活動用具の貸与制度創設やアドバイ
ス制度導入などで活動を支援する。
組み

など

※他の質問項目 スピード感ある取り
他の質問件名 就学援助費の見直し、
小菅･堀切･南綾瀬地域の地区図書館

日本共産党葛飾区議会議員団
住民本位のまちづくり
くらし応援、福祉の充実
災害に強いまちづくり

※他の質問項目 条例制定 など
高齢者支援
問北区の取り組みを学び 歳以上の全
高齢者実態調査を行ってはどうか。

撤回

政

など

策

飾

後の工程と完成までの期間を伺う。

問連続立体交差事業の遅れの理由、今

四つ木・立石地域の街づくり

時の活用 など

※他の質問項目 かつしかＦＭの発災

業の実現に向けた取組みを継続する。

域防災計画に位置付けた考え方や事

部マニュアル見直しなどを進め、地

対策を新たに記載した。災害対策本

答放射性物質対策や大規模事故、火山

保健所、保健センターのサービス向上策

問サービス向上策の検討の経緯と課題、
今後の再編スケジュールを伺う。
答素案報告後、具体化に向けて保健所
で検討している。課題は区民ニーズ
に沿ったサービス向上策と具体的な
サービスの提供方法。今後検討を重
ねてスケジュールは改めて示す。
※他の質問項目 保健センターの役割
など
葛飾区の放射線対策
問区の放射線対策は継続的に取り組ん
でもらいたい。考えを伺う。
答空間放射線量の定点測定のほか様々
な対策を引き続き実施するとともに、

主

党

葛

飾

※他の質問項目 防災案内看板 など
小・中学校教育における教育委員会
の姿勢
問不登校対策に対する視点、来年度以
降の方向性について伺う。
答自尊感情や自己肯定感を育む教育を
推進し、一人ひとりに応じた指導を
組織的に行い、不登校児童・生徒の
減少、ゼロに向け取り組んでいく。
※他の質問項目 インフルエンザ対策
など
子育てコンシェルジュの導入と保育
ママスペースの拡充
問待機児童が多い地域では小規模保育
を活用する必要がある。保育ママス
ペースの拡充について見解を伺う。

本区におけるスポーツ施設等の優先

利用・学校の施設開放

問公平性を担保するためにも、どの団

体がどういう目的で使うのか年間ス

ケジュールをホームページで公開し

て透明化を図るべきではないか。

答利用団体と調整しながら検討する。

属（※ ３）

本区の職員、プロポー

※他の質問項目 学校施設開放の情報

公開 など

他の質問件名

所

ザル方式

無

労働者の生活・雇用を守るため

公契約条例の制定を

公契約条例の制定

問賃金条項を取り入れた公契約条例の

制定は、幅広い労働者の生活・雇用

答本年 月に区内初の家庭的保育事業
所（保育ママスペース）を開設する。

の安定に効果的と思うがどうか。

整備が必要と思うがどうか。

など

問生活協力員を取り巻く環境の検証と

区営住宅での白骨遺体発見

※他の質問項目 低賃金対策

後対応を検討する。

零細企業への影響も大きいため、今

答民間労使への関与の問題や区内中小

今後も地域の実情に応じた整備を進
めていく。

属（※ ２）

※他の質問項目 子育てコンシェルジ

所

ュの導入

無

徹底した情報公開と
悪しき前例の改善を

無

所

属（※ ４）

知的障害者が地域で生きるための

支援といじめ防止の取り組み

知的障害者の都外施設の入所状況と

今後のあり方

問施設退所後の支援について伺う。

答地域生活に移行できるよう支援する。

※他の質問項目 施設入所者人数

小・中学校のいじめの現状と取り組み

問いじめ防止対策推進法施行後の取り

組みを伺う。

答基本方針の策定準備を進めている。

組みや情報の共有化、共通課題の抽

区では、避難所運営を中心とした取

使うと方針転換すべきではないか。

想定される中、現庁舎を使えるまで

問建築需要が高まり総事業費の増大が

だけに負担をかけずに見守りを充実

きるように改善した。また、協力員

いても、より細かく見守ることがで

答事業計画の策定に取り組んでいる。

問新制度の下での展開について伺う。

※他の質問項目 認知・解決状況 など

に時間を要している。工程などにつ

出などを進めており、来年度は、防

答ガイドラインを作成し、報告書につ

いて都及び京成電鉄と協議を進め、

葛飾区役所総合庁舎建て替え

空き家の実態調査や所有者へのアン

子育て支援
ケートを実施してはどうか。

※他の質問項目

他の質問件名 自転車事故防止対策

改正による変更点

させる方式について検討中である。

平成 年

※他の質問項目 連携方法等の検証

答方針転換すべきとは考えていない。

を図ることが目的である。モデル地

ワークを構築し、地域防災力の向上

答住民主体で地域ぐるみの防災ネット

度の成果見込みについて伺う。

到達点、また、最終年度である来年

問地域別地域防災会議の目的と現状の

地域特性をふまえた今後の減災対策

保育ママスペースの拡充を

減災対策、不登校対策の取り組みや

民

子どもたちに関する対策も行う。
うな災害が想定され、各々の災害に
対する計画がどう反映されているか。 ※他の質問項目 妊婦などへの啓発

問地域防災計画の見直しでは、どのよ

防災・危機管理

実用性・実効性のある対策を

大規模災害を常に意識し

葛

※他の質問項目 介護保険制度改定の

実施する考えはない。

問高砂南地区、四つ木地区の計画には、 答本区もきめ細かな調査を行っており、
全戸訪問して、住民の意見を反映さ
せる仕組みを作るべきだがどうか。
答アンケート調査の結果や説明会での
意見を計画に反映させたい。
※他の質問項目 地区計画対象地域
耐震改修助成制度
問大幅な助成額の拡充と補助率の引き
上げ等をすべきと思うがどうか。
答耐震診断についてはすでに全額を補
助している。来年度も改修費用の助
成制度を拡充する予定である。
※他の質問項目 新耐震基準の建物の
耐震補強工事費助成 など
放射能対策
問東京都に対し、水元公園の定点測定
の再開と区の除染基準を上回る地点
の除染を要請すべきだがどうか。
答区民からの放射線量測定や必要に応
じた除染に関する要望を東京都に対
し伝えている。
空き家対策

総合スポーツセンター

災対策や情報収集・発信などの仕組
答問題発生が危惧される空き家の実態

※他の質問項目 密集事業

3

区議会だよりは、印刷用の紙へリサイクルできます。

区営シルバーピア住宅

授業中の子どもたち

高架下の地域活用（青戸高架下集い交流館）

月の工事完了を目指す。

答立石駅前区間の用地確保の合意形成

保育ママと子どもたち

管理されていない空き家

※他の質問項目 整備費用の総事業費

問独自に、賃貸など二次的住宅以外の

4

65

みづくりを目指し取り組んでいく。
調査の準備を進めている。

35
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