区政を聞く一般質問（要旨）詳しい内容は、会議録（８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。
公共施設の適正化と
観光資源を有効活用した街づくりを

公共施設の適正化

うスポンサーを公募しての設置を検
討してはどうか。
答スポンサー公募による銅像の設置は、
作品や地域に対する愛着感の醸成に
つながり、結果として区の財政面も
軽減されるものであると認識してお
問葛飾郵便局のポストへのモニュメン

り、関係者と協議しながら検討する。

月間、どのように取り組み、計画を
ト設置や消印への絵柄使用を働きか

答うんどう教室などの事業の今後の展
開と合わせて、「ころばん体操」のよ
うな取り組みについても検討する。
産後ケア体制
問母子保健コーディネーターの設置や
妊娠・出産包括支援モデル事業など
の国の取り組みを受けた、本区の今
後の取り組みについて伺う。

問区独自に、低所得者の住民税の軽減
税率を定め、実施すべきではないか。
答所得割の税率について、地方税法で
は一つでなければならないと規定さ
れており、低所得者を対象に、本区
独自の軽減税率を定めることはでき
ないと考えている。
※他の質問項目 国民健康保険料等の

討するとともに、国の取り組みを精
あり方

シルバー人材センターの配分金等の

軽減措置 など

査し、その内容と同等以上の役割を

答（仮称）健康相談担当係の新設を検

対して働きかけを行っていく。

夫も必要と考えるが、見解を伺う。

答地下鉄８・ 号線延伸の早期実現へ
の取り組みを行うとともに、利便性
の高いバス交通網の形成を目指す。
※他の質問項目 公共交通不便地域の
解消 など
若い世代に
「葛飾区で子育てしたい」
と言ってもらえるような子育て環境
の充実
問私立保育園の弾力的な保育定員受入
れ拡充のため、保育士配置の人件費
補助を区として行うべきではないか。
答現在も保育定員弾力化を行っている
が、
さらに受入れが可能であれば、ど

問３つの区立保育所と新小岩児童館、
問区が財政負担を負っても、認証保育

のような支援が必要か検討する。

など、速やかに契約単価を見直す仕
５つの公立学童保育クラブの廃止計
所の保育料を認可保育園と同一基準

子育て支援施設

組みをつくるべきと思うがどうか。
画を撤回し、子育て支援施設の整備

を上回る会員への配分金と、その他

務の受注額を決める際に、最低賃金
新小岩児童館は学童保育クラブなど

答３つの区立保育園は民設民営化を、

方針は見直すべきではないか。

※他の質問項目 待機児童数算定方法

踏まえ助成のあり方を検討する。

答都営住宅やその他の都有地の測定・
除染の要望が寄せられた際は、都に

画

政

など

策

葛

飾

人口減少社会における街づくりと

共施設のうち、都営住宅との複合施
問人口減少の時代において、人口誘導

人口減少社会における街づくり

子育て環境の充実を

設については、区が管理している部
策を積極的に展開していく必要があ

伝える。子どもが長時間利用する公
問高砂一丁目地域や高砂団地周辺の交
分について、空間放射線量の測定や

※他の質問項目 基準値の再検討
保健センター
問小菅・高砂保健センターの廃止計画
は撤回すべきと思うがどうか。

保や、待機児童の解消、子育て世代
の経済的負担の軽減などの総合的な
人口誘導策を充実させる。
問居住地としての魅力を高めるため、
金町・立石・高砂駅周辺地区の街づく

より区民に身近な場所でのサービス

様々な都市機能を集積して利便性を

答駅周辺土地の有効・高度利用を図り、

りにおいて人口誘導をどう進めるか。

を目指すものであり、計画を撤回す

高め、魅力ある居住地を形成する。
問人口誘導には鉄道・バス等の公共交
通網の充実が必要と考えるがどうか。

問新たな就学手続きは具体的にどのよ

の明確化 など
キャプテン翼を活用した
観光・スポーツ振興の展開を
本区ゆかりのキャラクター「キャプ
テン翼」を活用した観光振興策とス
ポーツ振興策の展開
問既存の施設や空き店舗を活用した観
光の拠点となる翼カフェなどの施設
の設置を進めるべきではないか。
え働きかけを行う。区による設置は

答地元商店街や民間業者の意向を踏ま
費用対効果などを検証し研究する。

問キャプテン翼スタジアムなどトップ
レベルの競技も可能なサッカー場の

答従前の地区割当および地域の意向も
踏まえて、検討していく。
答はじめに就学通知が発行される、希

の交通事業者との連携など、新たな
取り組みも必要だと考えるがどうか。
答バス事業者による路線の拡充と併せ
て、送迎、運送に関わるあらゆる事
業者との連携について検討していく。
※他の質問項目 北部地域のバス路線
の現状
自転車駐車場の有効活用
問放置自転車対策・自転車駐車場の有
効活用策として、区営自転車駐車場
でのレンタサイクルを行ってはどう
か。
問題もあるため、需要調査や周辺区

答管理するシステムの導入やコストの
の動向を見据えて判断する。
※他の質問項目 区営自転車駐車場の
稼働率 など
保田しおさい学校の生活支援と学習
支援及び施設
問児童へのきめ細かい学習支援や生活
指導のために、寄宿舎のＩＣＴ環境
を整えるべきと考えるがどうか。
答寄宿舎のＩＣＴ環境の整備など、ど
のような形が教育環境にとってベス

属 （ ※ １）

など

トなのか学校側と十分調整していく。

所

※他の質問項目 校庭の拡張

無

交通政策審議会に地下鉄延伸要請、
ＩＣＴ教育の拡充、
タバコ条例の改正

亀有地域に関する防災計画など
問中川公園を避難場所にする地区割当
の見直しについて、見解を求める。

応

の動向も見ながら適宜検討していく。

ス向上から注視している。関係機関

答青砥駅などからの東京駅へのアクセ

てどう要望するのか、見解を伺う。

問浅草線短絡新線について、国に対し

諮り、要請活動について検討する。

答他の自治体の参加を含め、協議会に

かけを行うべきと思うがどうか。

議会の先頭に立ち、国への強い働き

問区長は地下鉄８・

号線促進連絡協

交通政策審議会に対する葛飾区の対

ら、一人１台の整備を研究していく。

答ＩＣＴ機器の機能向上などを見なが

トを導入した授業を進めてはどうか。

問キャリア教育の観点から、タブレッ

民間との災害協定

答東京理科大学や民間集合住宅・企業

望調査票に替わり指定校変更届を提
全小中学校におけるタブレット端末

問「小 の壁」に対応するため、低学

拡大などを検討する。
※他の質問項目 子ども・子育て支援
新制度における条例での基準
公共施設の効果的・効率的な活用

学区域の学校に入学することを基本
にすべきと思うがどうか。
答小・中学校の区別なく、あらかじめ
通学区域の学校を指定校とした就学
通知を発行する。

※他の質問項目

と協定を締結するとともに、私立学

出する、抽選の場合、個別事情を優
学校選択制の総括

校などとも協議を進めている。

など

※他の質問項目

機を活用した授業

て企業への働きかけを行う。

ナーやアドバイザー派遣事業を通じ

答講座や講演会を開催するほか、セミ

問男女平等の視点に基づくワーク・ラ
本区北部における公共交通
イフ・バランスの推進について伺う。 問バス路線の開設だけでなく、地域内

男女平等推進施策

連絡体制の構築 など

先することの３点が変更点となる。

うな内容なのか。

答認証保育所の認可園への移行状況を

の必要経費等を合算して決定してお
への転用を、５つの公立学童保育ク

に見直す考えはない。

止計画ではなく、整備方針を抜本的

的への転用を図るもので、単なる廃

ラブは子育てひろばなど他の行政目
など

り、見直す仕組みをつくる必要はな
※他の質問項目 仕事の確保

いと考えている。

にすべきではないか。

答シルバー人材センターでは、請負業

金を上げるために、補正予算を組む

問最低賃金の引き上げに連動して配分

担えるよう積極的に検討していく。

の早期導入、介護事業者等との連携、

問家具の転倒防止器具購入費助成制度

防災・減災対策

一貫した子育て支援体制の構築を

防災・減災対策の拡充と

※他の質問項目 キャプテン翼展

答今後、機会を通じて、葛飾郵便局に

けてみてはどうか。

しているのか、区長の見解を伺う。

答所管部署とサービス内容や施設のあ
り方などについて、連携して検討し
ている。今後、課題などの集約・分
析、工事実施計画策定やメンテナン
スサイクルの確立など、新組織を中
心に全庁的な調整を行いながら、改
築・改修、保全を着実に行っていく。

問効果的・効率的な維持管理のために
は、事後保全から予防保全への転換
及び予防修繕を行う体制の確立が必

答介護事業者との連携は重要である。

協力など、制度の実効性を高める工

とで体制を強化し、各々の点検結果

答施設維持課による点検を追加するこ
区民の災害対策への意識の高まりを

要と考えるがどうか。

の情報を一元化することで、状況を
逃すことなく、家具の転倒防止の促
放射線対策
区施設との複合施設における空間放

担当保健師が継続的に支援する仕組
みを構築していく。
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※他の質問項目 鉄道事業者などとの

留施設の確保について伺う。

問首都直下地震における駅前の一時滞

のがん検診実施 など

※他の質問項目 高砂保健センターで

る考えはない。

答サービスの提供方法を見直すことで、

答都市基盤の整備、良好な住環境の確

通アクセス解消について、区の考え

問虚弱な高齢者の状況に合わせた介護

空間放射線量の低減に努めている。

ると考えるがどうか。

日本共産党葛飾区議会議員団

早急な検討 など

※他の質問項目 実効性ある具体策の

充実について検討する。

難しい状況ではあるが、公共交通の

答地理的要因や狭隘な道路が多いなど、

を伺う。

日常の清掃などを実施し、局所的な

バス路線網等の拡充

高砂保健センター

問子どもをはじめ区民が住む都営住宅、 ※他の質問項目 認可保育所の増設計

きるようにする必要があると思うが、

問一定期間、同じ保健師などに相談で

問感震ブレーカーの普及促進について

問健康寿命の延伸と早世防止の達成に

と協議すべきではないか。

射線量の測定・除染については、都

は、広く区民へのロコモティブシン

答必要な方には家庭訪問し、同じ地区

どのような取り組みを行うのか伺う。

者が進めるべき事業とも考えられる。

答有効な減災対策であるが、電力事業

の認識と検討状況について伺う。

検討する。

進など、実効性を高める取り組みを

的確に把握し、計画的かつ効果的・
効率的な維持管理に取り組んでいく。

※他の質問項目 総合庁舎整備 など
空き家の利活用および危険な特定空
き家
事業者や国などへの要請活動と並行

問相談窓口を設置し、情報提供を行う
とともに、貸す側と借りる側のマッ
して、密集事業と連携した設置促進

デル事業は、当区でも空き家の利活
ドロームについての知識の普及・啓

健康増進対策

支援計画の概要 など

※他の質問項目 災害時要配慮者避難

などについても、検討を進めていく。

チング支援が必要と思うがどうか。

答本区の空き家特性を踏まえ、老朽化
予防策や利活用策を検討するととも
に、除却後の跡地の活用などを含め、
総合的な視点から対応していく。

用に弾みとなると考えるがどうか。

問世田谷区の空き家等地域貢献活用モ

答他自治体の事業の成果を引き続き検
発が必要と考えるが、見解を伺う。
答知識の普及と予防の喚起を区ホーム

証しながら、本区の空き家特性を踏
まえた事業を検討していく。
ページに追加した。今後も講座の企
区民にとってかけがえのない

消費税増税から区民のくらし・営業

保健センターはすべて存続を

どにも参加できるプログラムを展開
を守るために

考に、運動機能の低下した高齢者な

問荒川区の「ころばん体操」などを参

画など積極的に取り組む。

※他の質問項目 実態調査 など
葛飾区・事業者・住民による「キャ
プテン翼」を活用した街づくり
すべきと思うがどうか。

問さらなる銅像設置が必要であると考
える。ファンの思いも込められるよ

駅周辺のまちづくりと連動した整備
が必要と考えている。
など

※他の質問項目 避難場所の夜間時対
策
災害発生後のリスク回避と
健康寿命延伸への取り組み
災害発生後に直面するリスク回避へ
の取り組み支援

政支援策を示すべきではないか。

高齢者の介護予防

整備の可能性について伺う。
答南葛ＳＣなど区内サッカーチームの
キャプテン翼カップ

成長過程を見据えて検討する。

※他の質問項目
など
放射線対策

問事故由来放射性物質の影響を受けた
自治体として、区民の不安感を払拭
や公団、免震構造のマンションなど

するために具体的に何をするか伺う。 問巨大地震発生後も、耐震構造の住宅

答引き続き空間放射線量の定点測定、

飾

では、継続可能な生活を送る区民が

葛

測定器の貸し出し、給食の検査など

党

想定されることを踏まえ、明確な行

主

※他の質問項目 男女平等推進計画の
進捗状況
学童保育クラブ
となったが、区の取り組みを伺う。

介護予防の充実を図るべく検討する。 問法改正により小学校 年生まで対象

整理し、虚弱高齢者の状況に応じた

答現行の事業を精査するなかで課題を

考えるがどうか。

予防事業の充実を図る必要があると

の工夫 など

※他の質問項目 防災意識向上と訓練

どへ広げていく。

取り組みを、他の中高層集合住宅な

進めている簡易トイレの備蓄などの

答残留避難に向け、一部マンションで

を行い、区施設の清掃も徹底する。

民
ＮＰＯ活動支援と新小岩駅周辺の
まちづくり及び防災対策
葛飾区の今後のＮＰＯ活動への支援

問介護従事者全体のレベルアップは、

答子ども・子育て会議での議論を踏ま

区民の健康と元気いきいき生活につ

どのような方針で取り組むのか。

年の保育時間延長を行うのか伺う。

介護従事者のレベルアップ対策

答公共施設の効果的・効率的な活用を
ながる健康寿命延伸への取り組み

答改善する意識を高めるケアマネジャ

答公立学童クラブにおける延長保育の

うにしていくのか伺う。

問市民活動支援センターを今後どのよ

図る観点から地域コミュニティ施設
問保健師などが積極的に地域に出向い

ーのための研修や、介護施設の種別

えつつ実施について検討する。

の中に新たに加え葛飾区勤労福祉会

たり、区ホームページから「かつしか

に応じた従事者の研修を実施する。

館との併設施設として運営していく。

はつらつ体操」を動画配信するなど、

※他の質問項目 今後の市民活動支援

情報発信力を強めるべきではないか。 ※他の質問項目 これまでの取り組み
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の考え方

効であると考えており、検討する。

問サービスをいつ頃から導入する予定

答動画など視聴覚による配信は大変有
新小岩駅周辺のまちづくり及び防災

保健所においては、出張健康相談や

と学校選択制の見直しを
公共施設の効果的・効率的な活用
問新しい組織において、公共施設の改
築や改修に向けて、今後どのような
取り組みをするのか伺う。
答各施設のサービスや機能の検討を踏
施設を選定し工事計画を策定する。

まえ、課題を分析する。改築・改修
高齢者等の交通事故防止対策の拡充

※他の質問項目 サービス向上を図る

学校選択制の見直し

ための民間活力の活用

問高齢者の自転車事故対策として、帽

ど

※他の質問項目 都内の導入状況 な

入するよう努める。

保険事業計画期間中の早い時期に導

答平成 年度から３カ年の第６期介護

なのかを伺う。

問たつみ橋交差点の自転車交通量の状

業を推進していく。
※他の質問項目 現状と課題

自由民主党議員団
地域ブランドを活かしたシティ
セールスと介護環境の充実を
地域ブランドを活かした積極的なシ

子型のヘルメットの着用を区として
普及啓発する考えがあるか伺う。

ティセールス
問期間限定の「銅像めぐりバス」を運

答ヘルメット普及には購入助成などが

組み

帰宅困難者対策の現状と今後の取り

個人賠償保険の加入促進 など

※他の質問項目 自転車事故に対する

必要であり、課題を整理し検討する。 問小・中学校を区別することなく、通

行してはどうか、区の見解を伺う。
答各地域での観光客の動向、関係機関
の意向などを把握し、運行の可能性
を研究する。
※他の質問項目 シティセールスの取
り組みと成果 など
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葛飾区きれいで清潔なまちをつくる
条例の改正
問歩行喫煙および吸い殻のポイ捨てな
どの禁止に加え、路上喫煙も禁止す
る条例に改正すべきではないか。
答当該条例は、屋外でルールを守った
喫煙までも禁止することが目的でな

災害時における協力

いため、改正は考えていない。
他の質問件名

井戸、国家戦略特区、子ども用の区報
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こち亀の両さん像

健康づくり推進員との協働による事

都内５番目となっている。歩行者と
自転車の分離等さらなる安全対策が
必要であると認識しており、新小岩
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キャプテン翼のラッピングバス
地下鉄８号線 ／ 都心直結線
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況と区の課題認識について伺う。

年の警視庁の交通量統計表に

たつみ橋交差点
よると自転車の交通量が８千 台で
480

11

産後ケア（２か月児の会）

葛飾区議会公明党
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問４月に新設された部署は、この２カ

かつしか区議会だより No.220
答平成
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