件を審査するために、

年度各会計予

名の議員で構成する

日の本会議において、平成

予算審査特別委員会
月

算案
予算審査特別委員会が設置されました。
月 日の予算審査特別委員会におい
分科会で詳細に審査され、

平成 年度予算を審査
予算審査特別委員会
委員長報告（要旨）
予算審査特別委員会は、平成

年度各会計予算について審査を行

うために、 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

自由民主党議員団

「区民第一」の

年度予算は、財調交付金の増

積極的な事業展開を望む

平成

保健センターの再編につい

き展開してほしい。

衛生費

ては、区民ニーズを充足し、業務に支

障のないように万全を期されたい。か

つしか糖尿病アクションプランについ

ては、高く評価する。各種検診・予防

接種は、今後とも拡大を要望する。

規模の枠組みを確保している。その中

りのまち」であることを広く周知・発

公連携推進事業は、本区が「ものづく

産業経済費 東京理科大学との産学

で区民に最も身近な基礎自治体として

と葛飾」実現のための事業に対して予

区長が提唱する「夢と誇りあるふるさ

いて盗難も報告されているため、自動

は、葛飾区元気野菜の無人販売所につ

市基盤整備計画案素案の策定について、

都市整備費 金町駅北口周辺地区都

販売機導入補助の検討を求める。

夢と誇りあるふるさと葛飾

年度の実

ては、簡易無線機や高所カメラをさら

望する。災害時の情報連絡体制につい

成のためにも、
より効果的な PR を要

については、
仮線用地の確保に努め、ま

ほしい。京成押上線連続立体交差事業

価する。今後とも積極的に取り組んで

施計画に向けて進展があったことを評

中・長期的目標である平成

に有効活用することで、被害を最小限

小中一貫教育は現状を分析

し、今後の方針を決めてほしい。また、

教育費

ちづくりを進めてほしい。

ては自治町会だけでなく、地域ぐるみ

既に開校した 校については小中一貫

教育の特色を活かしてさらなる充実を

求める。学力伸び伸びプランで講師を

収団体支援経費については、今後も地

が提案されることを期待する。集団回

を活かした再生可能エネルギーの活用

いることを高く評価する。本区の特性

エネルギー導入検討を積極的に進めて

ーや地中熱、バイオマスなどの新たな

のでしっかりと取り組んでほしい。校

は、子どもの体力低下に危機感がある

子ども体力向上プロジェクト推進経費

に学校改築・改修計画を策定されたい。

育施設整備積立基金については、早期

強化されることを大いに期待する。教

教育センターの組織改正で相談体制が

るよう運用方法の検討を求める。総合

活用する場合、年度初めから活用でき

域団体が集団回収活動に取り組みやす

庭の芝生化は、維持管理や利用状況を

水と緑の再生可能エネルギ

い支援に努めてほしい。かつしかエコ

他の方式も検討したうえで整備するこ

いては、高齢者の雇用・就労確保のよ

園の原状回復義務の免除については、

検討するよう求める。あだたら高原学

て、中学生の英語以外の検定料助成も

とを求める。英語等検定料助成につい

りどころとして非常に重要であり、一

他の自治体とも連携し対応するよう求

シルバー人材センターにつ

層の支援を求める。不妊治療助成につ

める。

れていると認める。

各特別会計については適正に編成さ

いては、
より手厚い援助を要望する。
ま

て待機児童ゼロへの取り組みを引き続

も・子育て会議」の活性化などを通じ

促進、保育ママスペースの拡大、
「子ど

た、認証保育所の認可保育所への移行

福祉費

く評価する。

ライフプラザ管理運営については、高

環境費

支援を求める。

啓発や災害時の対応力を高めるための

のネットワークを構築し、防災意識の

を求める。地域別地域防災会議につい

に食い止めることができるような工夫

基金積立金は、寄付文化のさらなる醸

総務費

価する。

算を効果的に配分しており、これを評

「スピード感」を区政運営の主眼とし、 求める。販売経路拡大支援事業経費で

信するため、積極的に支援することを

算において 千 億円という過去最大

などによる歳入増により、一般会計予

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

「区民第一・現場第一」「おもてなし」

727

予算案は、
ての総括質疑の後、
月 日の予算審査特別委員会において、各分科会長
から審査経過の報告を受けた後、各会計予算の採決
を行い、いずれも原案のとおり可決すべきものと決

細な審査を行うために、第 から
第 までの つの分科会を設置し
ました。
各分科会の審査事項は、第 分

科会が一般会計予算のうち、議会
費・総務費・産業経済費及び職員
費を、第 分科会が福祉費及び衛
生費を、第 分科会が環境費及び
都市整備費を、第 分科会が教育
費、公債費、諸支出金、予備費並
びに各特別会計予算を所管しまし
月 日の委員会では、総括質

た。
疑を実施し、 名の委員から区政
運営全般について、多角的かつ大
局的な観点に立って質疑が交わさ
れました。
て、各分科会を開催し、所管事項
の審査を行いました。審査が終了
日に、当委員会は、各

し、各分科会長から報告書が提出
され、 月

分科会長から審査経過及び各会派
からの意見の報告を受けました。
その上で、付託議案 件につい
て順次採決を行い、「平成 年度葛
飾区一般会計予算」
、
「平成 年度
予算」、「平成 年度葛飾区後期高
年度葛飾区駐車場事業特別会

齢者医療事業特別会計予算」
、
「平
成

計予算」は、賛成多数で原案のと
おり可決すべきものと決定しまし
た。また、「平成 年度葛飾区介護
保険事業特別会計予算」は、全会

1

26

一致で原案のとおり可決すべきも
のと決定しました。

26

26

日の本会議において可決されました。

※四捨五入しているため、構成比の合計は100％になりません。

葛飾区国民健康保険事業特別会計

26

月

1

1
また、 月 日から 日にかけ
6

5

26

http://www.katsushika-kugikai.jp/
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2
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3

3

2

4

2

26

職員費
265億6,148万7千円
15.4％
国庫支出金
333億7,301万3千円
19.3%
繰入金
64億1,327万4千円
3.7%

※その他は繰越金など。

公債費
76億5,451万2千円
4.4％

1,727億
1千万円

特別区税
316億436万5千円
18.3%

諸支出金
171億2,962万7千円
9.9％

1,727億
1千万円

教育費
156億7,539万1千円
9.1％
総務費
171億258万6千円
9.9％
特別区交付金
695億円
40.2%
地方消費税交付金
53億8,500万円
3.1%

都市整備費
94億8,742万5千円
5.5％

都支出金
103億1,282万4千円
6.0%

福祉費
652億7,436万7千円
37.8％
環境費
51億6,759万6千円
3.0％
諸収入
36億1,743万9千円
2.1%

定、

人口は448,186人（平成26年1月1日現在）から算出し、
合計には、予備費等が含まれていません。

26

衛生費
41億40万9千円
2.4％
特別区債
29億4,600万円
1.7%

計
会
般

議会費
6億2,880万3千円 0.4％
予備費 3億円 0.2％
産業経済費
36億2,779万7千円
2.1％
使用料及び手数料
23億8,944万9千円 1.4%
その他
47億7,839万2千円 2.8%

2
5

10

3

平 成 26 年 度 予 算 の 概 要

出】
【歳

39

154,790円
34,975円
38,160円
21,168円
11,530円
8,094円
59,264円
17,079円
38,220円
383,280円
高齢社会、健康づくり等、福祉と衛生に
生涯学習の支援や小中学校の運営などに
災害対策や地域活動、文化振興などに
道 路・ 公 園 整 備 や ま ち づ く り に
清 掃 事 業 や 環 境 対 策 に
中小企業に対する融資など産業経済に
常 勤 職 員 の 給 料 等 に
特 別 区 債 の 償 還 な ど に
国民健康保険・介護保険事業などの繰り出しに
合
計
金
額
対前年度増減比
1,727億1,000万円
0.6 %
533億5,200万円
0.0 %
87億6,100万円
4.4 %
321億200万円
7.1 %
7億1,730万円
△ 1.0 %
2,676億4,230万円
△ 0.7 %
一
般
会
計
国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
介護保険事業特別会計
駐車場事業特別会計
合
計

入】

28

4

2

区民一人当たりの予算額（一般会計）
算
予
計
会

一

【歳

分担金及び負担金
23億9,024万4千円
1.4%

3

18

27

各

かつしか区議会だより No.219
（5）平成26年［2014年］4月25日

葛飾区議会公明党
区民との協働を進める
予算編成を評価

プホームの整備拡充を求めます。
衛生費 死亡率の高い胃がんの検診
率が ％と低いため、胃がんハイリス
ク検診の受診率向上を期待します。ペ
ットの飼い主へのマナー啓発策として、

日本共産党葛飾区議会議員団
増税から区民のくらし、
福祉、営業を守れ
月から消費税、住民税が増税です。

理袋を配布するなど、さらなる普及啓
医療費窓口負担 割化など負担増とな

そのうえ、年金引き下げ、 ～ 歳の

畜犬登録時や集合注射の際にフンの処
発策の検討を望みます。

年度予算案は、「子育て支援の

充実」をはじめ、「高齢者対策の充実」

平成
「安心・安全なまちづくり」「活力あふ

中、区はいままでの基準を見直しまし
た。それでも四百十人ほどが対象から
外れます。いままで同様受けられるよ
う、さらなる改善を求めます。
区民の大切な施設廃止は許されない

政

策

葛

限りある財源の適正執行と
全事業へ危機管理の視点を

飾

学

年生までのさらなる拡充を求める。

児童館内学童保育クラブは効果的、効
率的な視点から慎重に取り組まれたい。
衛生費 ＡＥＤは民間施設との共同
購入など効率的な対応を求める。地域

車の開発と拠点配備を早急に進めよ。

の課題を町工場、医師会と協働し搬送

医療連携は交通渋滞時等の「患者搬送」

年は消費税交付金などにより一時的な

～

歳入増になるが、今後さらなる消費増

今般、消費税の増税が始まり

健センターの安全対策を怠り、廃止計
産業経済費 葛飾フードフェスタで

倒壊の恐れのある新小岩と小菅の保
画まですすめています。
税や法人住民税一部国税化等の影響に
は区内商店に限定せず、被災地や災害

れるまちづくりの推進」といった取り
いてコーディネーターの充実を図るこ

産業経済費 大学との連携事業にお
来社会保障の充実につとめるべきなの

ります。一番身近な自治体として、本

南新宿学童保育クラブの 月廃止をは

障害者のリサイクル工房の中止や、

納得のいく活用を求める。災害時の情

誇りあるふるさと葛飾基金は寄付者が

義での領収書発行に変更すべき。夢と

ついては委託業者名義ではなく区長名

総務費 手数料収入の領収書発行に

づくりのため積極的な事業推進を望む。

組み、区民の安心・安全と住みよい街

いて、区の不退転の決意を持って取り

都市整備費 再開発等街づくりにお

化の創造・発信を進めることを求める。

では葛飾映画祭の開催や新たな映画文

を求める。葛飾フィルムコミッション

とは無駄づかいです。

組むべき重要課題について真摯に向き
に、国保料や後期高齢者医療保険料の

まだ使える旧心障会館を解体するこ
より区財政への影響が懸念される。社
時応援協定等を結ぶ自治体に参加を促

大幅引き上げなど、逆行しています。

報連絡体制整備は庁舎内の災害対策本
金町駅北口は、短期的・中長期的に街

りある財源
（税金）
の適正な執行を望む。 すなど予算に見合うイベントへの工夫

会保障財源確保の増税ではあるが、限

とを要望します。

部が被災等で機能しない場合を想定し
づくりのデザインを早急に作成し、議

じめ、 つの公立学童保育クラブ、

の命と財産を守る取り組みを抜本的に
代替えとなる災対本部の準備と機能の
会をはじめ広く議論を重ねられたい。

防災対策として情報発信を

民間建築物耐震診断・改修事業経費は
際に、全体の計画を調整できる仕組み

総務費

事業については、今後の人口増や民間

のではなく、区役所建替え基金に 億

強めることが必要です。区民の一番身
設置を求める。防災船着場整備は都の

下、予算案の各款項ごとに、我が会派

みます。朝夕の通学路と車の抜け道が
円を積み増し、引き続き推進していま

近な避難所となる学校施設の修繕建替
河川利用計画を基に、河川沿い自治体

つの公立認可保育所、 児童館などの

迅 速・ 的 確 に 区 民 へ 提 供 す る た め に

わが党区議団は、「四〇〇億円の区役

時間の規制や標識の整備を求めるなど、 す。

重なっている地域において、車両通行

所建替えよりも区民生活応援の区政」
木造家屋の耐震診断助成の拡充は歓

えこそ推進すべきです。

廃止計画も認められません。

Ｗｉ‐Ｆｉの公共施設への設置や協定
子どもや通行者の安全を守る施策を望
をかかげ つの条例提案と予算組み替

や大企業の利益増にもとづく交付金を

を結んでいる自治体とホームページで
みます。道路修繕経費の空洞化調査に
え動議を提出しましたが、可決にはい
都市計画道路は事業効果を優先し、事

区民生活や中小企業支援に振り向ける

の被災状況の相互発信などの工夫をす
ついては、区道全域への拡大を望みま
との舟運訓練と屋形船組合等との協定

活力による賑わいなどを注視しながら

るべきです。発災時、防災活動拠点の
す。公園の整備において防災機能や運
迎するものの、実際の改修に足を踏み

スピード感をもって取り組むことを望

持つ機能を活用できるように、区民に
たりませんでした。今後とも、区民要
業認可を取得されたい。水元公園水質

の意見、提案を述べます。

広く周知するための工夫を求めます。
動器具の設置など担当所管がまたがる
締結を進めよ。職員研修での災害時図

不燃化特区における建築物の建替えが
額を引き上げるべきです。

年目を迎えた東日本大震災、区民

・ の教訓に立って、防災対策を

1

あり、ユニバーサルデザイン推進指針

できているものは早急に着手すべきで

いては、ピクトグラムなど取り決めの

影機の全校設置を 年度までに実現す

ＩＣＴ活用授業推進について、実物投

ふれあう機会を増やすように求めると

たままです。安心して暮らせるよう、く

「福祉タクシー」は、年齢制限を設け

前の常時失禁者を対象にすべきです。

ていることを評価します。小学校では、 料にすべきです。紙おむつ支給も、以

ともに、中学生職場体験を全校実施し

らし、福祉こそ応援すべきです。

いていません。せめて非課税世帯は無

したものの、区民の願いには到底とど

は白紙にもどすべきです。

丁目再開発の破たんは明瞭です。計画

住民合意のない立石駅北口や金町六

住民合意もない駅周辺再開発など推進

き家対策の強化を求めます。

を求める。大気汚染測定は放射線量の

併せて剪定ごみの処分についての配慮

移動教室は業者提案を選考するのでは

等その指標データの収集も重要である。 おり区長自ら責任を持って選任すべき。

げての緑化推進は評価するが、緑被率

なく教育的見地から構成すべき。体育

に対応されたい。

を見直し、拡充する必要があります。ま
ることを求めます。中学校では、タト

環境費 緑化推進経費では、官民挙

た、区民との協働を真に推し進めるに
ゥーの低年齢化に伴い、突然の事故の
四つ木、東四つ木、高砂南地区など
傷等の原因を調査し、改修を図られた

面積の減少等に注目し、河川堤防の損

測定を継続せよ。自然環境保全は指定

会均等にパソコンに接することが必要

となるよう望む。小学校費は児童が機

派遣事業は区在住または区在学が対象

割し

評価します。セカンドブック事業につ

度の導入を着実に推進していることを

たえ介護の充実こそ行うべきです。

ているもとで、区民の切実な願いにこ

の施設」の公平性からも問題です。直

し、 民間団体に利用させる事も「公

東金町運動場にクラブハウスを整備

奥戸集会所を使用させることは、やめ

部落解放同盟葛飾支部に特権的に仮

に課題解決せよ。認証保育所等運営で

利用者や現場での実態、事故事例を基

テムは設置率や設置環境に満足せず、

反映を求める。見守り型緊急通報シス

な態勢構築や訓練、地域防災計画への

は明確であり夜間と深夜・早朝の早急

ランティアセンター設置・運営の課題

福祉費 社会福祉協議会での災害ボ

各運動場の夏季の熱中症対策として飲

られかねないので適正な執行を求める。

定の団体へ過剰な利益供与とも受け取

き。
東金町運動場のクラブハウスは、
特

容も本来は誰の業務かを考えて行うべ

性を考慮した運営が望ましく、応援内

を達成するため各学校の地域性・住民

るべき。学校地域応援団は所期の目的

か在園しておらず今後のあり方を考え

センターは、後見・保佐・補助を必要
いては、配布率向上に向けさらなる周
区民の雇用、とりわけ青年の就労は

重視され各施策に反映されたい。

住民の権利を制限する地区計画は、少

教育費 教育委員選任は形骸化して

は財政面での援助も必要であり、その
花いっぱいのまちづくり事
す。予算で示された か所の新設では、 もっと狭め、住民の納得のもと進めて

環境費
業等でリスクの周知を望みます。社会
まったく不十分です。

である。区立幼稚園は定員の約

教育費では、放課後子ども事業の児童

い。清掃事業は清掃工場の設置経過を

業において、区民との協働のもと、緑
指導サポーターのスキルアップ・人材

人数だけで進めています。計画範囲を

化意識の向上と各種団体への支援をさ

とする人への支援体制の強化になり、
知を望みます。（仮称）かつしかふれあ
深刻です。若者サポートステーション

料の自販機等の設置を求める。マラソ

各特別会計についてはこれを了とし、

国が介護保険制度の大改悪を準備し

計画から か所に減らしました。

助者の多数が切り捨てられようとする

）

事業の適切な執行を望みます。

属 （※

無

所

点からも行政が回収するコストと見比
べながら報奨金等の拡大を含め、団体

るべきです。

公の施設の独占的優先利用はやめよ

本事業の拡充を望みます。緊急時・災
いＲＵＮフェスタ事業については、葛

は保育料助成の増額は評価するが、認

を計上しているが適正な執行を求める。

ン経費は参加費合わせ

飾

認知症グループホームも、 か所の

害時にも役立つ救急医療情報キット給
飾らしい特色を活かした開催を望みま

可保育所との保育料の差が解消されて

葛

の確保を求めます。雑誌スポンサー制

付事業のさらなる普及を要望します。
の創設こそ必要です。

おらず今後の是正を求める。多子減免

本年 月にできる成年後見

一時保育については、当初の目的どお
す。総スポ・水元体育館の障害者用更
以上、一般会計、国保、後期高齢者

福祉費

り預けられるよう拡充すべきと考えま
および過大な整備をし税金投入する駐

党

ちに是正すべきです。

所

属 （※

無

所

属 （※

所

属 （※

）

特別会計は適正であると考える。

無

福祉費 成年後見制度の推進につい

り 古 い 校 舎（ 災 害 時 は 区 民 の 避 難 場

金の積み立ては減らしている。庁舎よ

億円を積み立て、教育施設整備積立基

総務費 総合庁舎整備基金に毎年

得ない。早急に改善をすべきである。

が最優先。豪華で巨大な新庁舎は不要、 皆無に等しく身内に甘いと言わざるを

所）があるにも関わらず、新庁舎建設

指定管理者におけるプロポーザル方式

も相対評価と言いながらも下位評価が

をすべきである。また職員の勤務評定

れに逆行しており、むしろ減らす努力

・課長ポストが

増するが、行革の流

本区の組織改正で管理職である部長

高齢者の雇用確保を

なります。区が行う公共サービス・公

がり、恒久的に持続することは難しく

に成り立つものであり、使い捨てに繋

上は、そこで働く人の様々な犠牲の上

利を守ることのない区民サービスの向

ります。働く人の労働環境・条件・権

件の劣悪化を促進してしまうことにな

せん。区が自ら働く人の労働環境・条

人件費の削減は、行うべきではありま

行財政改革の下に行われる民営化・

生活優先の区政に転換を

きたい。防災対策については評価する。

安全を最大限考慮して遂行していただ

のきめ細かい計画と区民の利便性及び

総務費 庁舎建替え事業は、中長期

く評価し、かつ着実な執行を求める。

予算は区民生活を第一にしたもので高

況下で編成された本区の平成

然として不透明である。このような状

るさを取り戻しつつあるが先行きは依

まである。さて日本経済がわずかに明

震災は、いまだに深い傷跡を残したま

未曽有の災害をもたらした東日本大

花いっぱいの葛飾区を

）

ては、障害を持つ子の保護者が高齢化

なぜ京成立石駅北口再開発ビルが最有

での委員会での説明が賛否を決める情

共工事等は、区の職員・非常勤職員は

）

中
車場の各特別会計に反対するものです。 は多子世帯の負担軽減は評価するが、

無

する中での制度の改善や充実が喫緊の

力候補なのか。都の第 回地震危険度

報提供が十分でない。これまでも委員

もとより、委託等の現場で働く人々が

災害に強いまちづくりと

は特別区税や特別区交付金が増加し景
課題であるため一層の充実を求める。

調査で候補地は最も危険なランク 。

会で他の議員からも同様の指摘があっ

労働環境の向上・命を守る

気状況の好転や復興増税分、消費税増
介護予防地域パワー養成事業は活動成

災害対策本部の場所としては不適格と

たが改善を強く望む。また放置自転車

徹底した情報公開と

税などの要因により増加を見込んでい
果を数値化して、先進的介護予防事業

考える。耐震改修助成は、借地権付建

なかでも要援護者については、地域と

少子高齢社会の税収を考え

千万円の経費

生活保護基準の引き下げで、就学援

衣室の冷暖房整備の完備を要望します。 今までと同様に受けられる就学援助に

う教室など、介護予防事業のさらなる

主

検討を要望します。精神障害者グルー

民
への支援を促進するように期待する。

る一方、法人住民税の一部国税化を受
の実効性を高め、区民への取り組みに

物にも使い易い運用で拡大を。災害対

の連携が一層不可欠である。環境費

効果的・効率的な財政運営で、
行政サー

・効率的な財政運営を行う必要がある。 対する一層の支援を求める。運動習慣

け、将来的には財政運営に大きな課題

間企業のノウハウを最大限活用しなが

区有施設維持管理について、 推進プラチナ・フィットネス事業は民

が生じるものと考える。今後も効果的

ら他機関との連携を含めたさらなる拡

つくり上げていくものであり、働く人

花いっぱい運動や、生物多様性の保全

総務費

援を行い、職場復帰への環境整備を一

休職中や相談中の職員へきめ細かな支
会実験の運用開始までの期間が短いた

間の新規バス路線の検討について、社

都市整備費 ＪＲ新小岩駅～金町駅

されなかったが子どもの人権活動をす

教育費 ＣＡＰ講習会の予算が計上

億円超の庁舎計画は見直せ

個別建物の長期修繕計画が作成されて
充を求める。待機児解消への取り組み

対策において、新小岩地区では「モデ

々の労働環境・条件の質の低下と公共

資源持ち去り防止対策は区の歳入に直

いないことは建物の長寿命化の観点か

策の協力井戸が不足し、周知と拡充が

ル事業」とさも新たな取り組みが行わ

については、本区の特色を活かす夢の

接影響するため、対策の強化を求める。

ら対応が遅れている。早急に作成し、
や保育支援施策に対し様々な角度から

必要。消火栓用スタンドパイプを町会

サービスの質の向上は相反するもので

年度予算は、歳入面において

基礎データをもとに財政計画を構築し
予算計上されていることは高く評価す

す。労働環境・条件・権利が守られて

層図ることを望む。民間建築物耐震診

め、利用者へ周知の徹底を図るよう求

再建築ができない建築物への除却費助

め、自立相談支援事業と合わせて学習

福祉費 貧困の世代間連鎖を絶つた

区民の意見を盛込むべき。放射線対策

している。そして当初の議会への説明

併設になるなど、効率化の面では逆行

た他地域で行っている苦情センターと

に移したいだけのような気がする。ま

ルバー人材センターから他の民間業者

を守るという意味でも、区が積極的に

上を目指すためにも、また区民の生活

いても同様です。区民へのサービス向

いれている介護予防や子育て支援にお

業を受けることができます。区が力を

こそ、区民は良質な公共サービスや事

難にもかかわらず、前向きに取り組ん

また障害者チャレンジ雇用は、大変困

に成果を上げているので、評価する。

障害者就労支援事業については、着実

と協働を求めるものである。福祉費

ある事業なので、区民への一層の啓発
は区民の要望で柔軟な対応を望む。

支援事業（国が支援）も行うべき。福

働く人を守る運営が求められます。

本区

とは異なっている点もあるなど不安な

でいる姿勢に期待する。衛生費
側面もある。今後こうした形で他地区

たちの学習環境を整備すべき。

るとともに、区全体で小中連携のノウ

一貫教育は先行実施 校の充実を求め

権利者や金融機関への制度理解を進め、 いじめ防止対策の充実を求める。小中

力すると言っているが、区は消極的。区

員が当選した。国も都もＪＲも皆が協

選では

名の候補者が公約に掲げ、全

実現の願いは無視された。昨年の区議

客化の関連費はなく、区民の南北鉄道

曜授業については港・品川区では月

ることを強く望む。教育について、土

携を図り高齢者の雇用機会拡大に努め

からもシルバー人材センターと十分連

る。高齢者の雇用機会を創出する観点

必要です。
放射線測定器の貸出し等、
区

くによる健康被害を防いでいくことが

トを発見・除染し、区民の放射線被ば

は敷地全体を測定調査しホットスポッ

特に小中学校等の子どもが集まる場所

評価する。また京成押上線連続立体交

地域での整備が着実に進んでいるので、

都市整備費

すい環境整備に努めていただきたい。

多いので、より多くの区民が利用しや

経済費 区民農園を利用する希望者が

あげて取り組んでいただきたい。産業

在、区が測定している場所だけでなく、 で、医師会と協力して保健所が総力を

は、肺ガンや胃ガンの発生率が高いの

ハウを活かすように求める。また小学

が本気になれば、旅客化は実現できる。 回行っており、本区においては学校選

民に自らホットスポットを見つけても

差事業は、住民との合意を踏まえて早

総務費の放射線対策については、現

クトの目標達成に向けて努力していた

校のスクールカウンセラーの配置が区

らうと同時に、区は区民任せにするこ

年度予算に新金線旅

だきたい。ＩＣＴ基盤管理運営につい

費から都費になったが、その分で中学

択制を導入していることから、学校ご

となく、自ら発見・除染を行い、区民

都市整備費

て、区民サービス向上や防災の観点か

既存の有人駐輪場を活用し、乗捨て可

とに考慮して実施できるようにすべき

耐震化促進計画や不燃化 年プロジェ

ら公共施設へ公衆無線ＬＡＮサービス

校全校でのスクールカウンセラーの週

である。また区が管理するスポーツ施

ど費用対効果を図りながら）の検討を

共有化されず、学習に有効活用されて

テムに教師が作った問題などが登録・

など一般抽選の割合を公平・平等の観

ないが、今後優先利用枠の上限の設定

ある。優先利用制度そのものは否定し

ーツ施設が利用できないという苦情が

設について、一部の区民から区のスポ

ていくことが必要ではないでしょうか。 る。なお、センターでの相談日を土・

国や都の負担率の拡大を国や都に求め

下請け機関として施行するのではなく、 の改編により、児童・生徒の学力向上

険料増で区民負担を増やし、国や都の

特別会計予算において、葛飾区は保

算拡大の必要があると考えます。

の命を守るという姿勢が求められ、予

期実現に努めていただきたい。一方、

社会および観光回遊を実現すべき。
を求める。学校地域応援団の人材確保

いない。宿題を中学校では、約 割の

点からも考慮されたい。また優先利用

求める。地域活動団体事業への助成は、 参加支援事業について、ＮＰＯへの専

のため、学校支援ボランティアや生涯

教師がほぼ出さず、家庭学習にも影響

の制度を説明したうえで、抽選前に優

環境費

自然環境等保全の観点から

がより進むように検討を求める。

千万円超の校務シス

学習人材バンク等との連携を求める。

が大。葛飾学力伸び伸びプランは、学

億

文化財保護事業については、未登録の

力向上に効果がある事業か精査し予算

保険料の引き上げが行われる国民健康

教育費

遺跡の記録化を急ぐとともに、まちづ

先的に入れられた予約についてはホー

門的な連携・支援ができる体制の構築

中川七曲りの護岸工事に伴う自然環境

くりや観光資源としての活用のための

を執行すべき。若手教師塾や学校支援

保険事業特別会計・後期高齢者医療事

協働推進の観点から、活動実績が 年

の変化を事前調査し、環境データの蓄

サイン計画の構築を求める。図書館オ

ムページ等で公表し、公平・平等な運

ね評価する。

総合教育センター

各特別会計予算については、おおむ

日曜日も設けるよう求める。

やいじめ・不登校の問題解決に期待す

を求める。教育費

にとって不可欠である。さらなる拡充

歩道勾配改善事業は、高齢者や障害者

積を求める。電気自動車普及促進につ

プロジェクトは、教師自ら積極的に参

未満の新規団体の要件を緩和し、協働

いては今後の普及率アップを見据えて

ンラインサービスは、スマートフォン

業特別会計は反対をします。

インフラ整備の検討を求める。リサイ

営に努めることを強く望む。

用のホームページサービスに期待する。 加し授業力向上を実現してほしい。

2

6

2

クル推進において、区民との協働の観

8

新小岩駅周辺をはじめ各

設置（Ｗｉ‐Ｆｉ機能付自動販売機な

能なレンタサイクル事業を行い、エコ

にも波及することを非常に懸念してい

祉部は積極的に教育にも関与し子ども

26

7

平成

て財源の平準化を図るとともに、計画
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