区政を聞く 一般質問
（要旨） 詳しい内容は、会議録（２月中旬発行予定）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。

策

葛

積極的な大学誘致と
新たな観光施策の充実を
大学誘致

飾

中央医療技術専門学校には、地域貢
献の視点から積極的に協力していく
べきと考えるが、区の見解を伺う。

感染症
子どもの社会参画による発言機会の
問教員の指導力向上に向けて、これま
での成果や今後の課題について伺う。
答区内小・中学校で共通した分かりや

充実

生し、陽性だった場合の対応を伺う。 問「子どもの社会参画」を街づくりな
すい授業展開がなされている。すべ

問エボラ出血熱の疑い患者が区内で発
ど多方面で実現することは、意義が

答健康危機管理対策本部を立ち上げ、

葛

会参加を進める新たな仕組みづくり
について、子どもたちの成長や未来
定 など

※他の質問項目 葛飾スタンタード検

京成押上線の連続立体化と立石駅周

に向けた本区の街づくりの観点から、
教育委員会など関連部署とも連携し
辺街づくり

今後の商店街活動を充実・発展させ
ていく原動力になる。区内全域で開
催されるよう積極的に支援していく。
国際交流事業の発展・人材育成と
区民の健康づくりに力を
国際交流事業の方向性とかつしかグ
ローバル人材育成事業
問本区の海外都市交流の現状と今後の
新たな海外都市交流について伺う。
区、北京市豊台区と友好都市提携し、

答本区は、ウィーン市フロリズドルフ

は、新たな友好都市締結も念頭にお

浦区などと交流を重ねてきた。今後

また、マレーシアやソウル特別市麻

平成 年度を目途に地盤改良などの
準備工事に着手し、平成 年３月の

学校避難所

※他の質問項目 英語学習 など

いて地道に信頼関係を構築していく。

答東京都及び京成電鉄との協議を進め、

など今後のスケジュールを伺う。

問連続立体交差事業の工事着手の時期

ながら、検討していく。
など

※他の質問項目 公共空間への壁面ア
ート
障害への知識と理解を深める取り組
み
工事完了を目指す。
地再開発事業の合意形成活動 など

※他の質問項目 立石駅北口地区市街

問障害者と関わりのない区民にも、障
害に対する見識度合いを高め、深く

点から今後検討していく。

※他の質問項目 健康相談事業

など

ごみ減量への取り組みと小型家電な
どの資源の有効活用
（第３次）
」の進捗状況と取り組みを

問「 葛 飾 区 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画

の自主運営の強化」の現状を伺う。
全戸配布やごみ減量キャンペーンな

答「資源とごみの収集カレンダー」の

伺う。

答学校避難所の強化として、今年度、

問「学校避難所の強化」「学校避難所

マンホールトイレを 校に整備、非
予定。早期に対策が必要な５校で工

構造部材落下防止対策調査を 校で
事業系ごみ・ごみと資源の総量、い

り組みを進めてきた結果、
家庭ごみ・

問ＥＳＤ（持続可能な開発のための教

教育

外での実践、
発達障害支援、防災対策

学校でのＥＳＤの活用、英語の学校

葛飾区議会公明党

など

ルールを設定し減量化・資源化の取

しているか。また、今後どのように
事を実施する。学校避難所の自主運
営強化は、旧学校を含む

答具体的な活動内容が見えないので参

活動の輪を広げるのか伺う。

どによる普及啓発、また、かつしか

割程度となっていることをどう認識

問推進協議会への活動団体参加率は３

花いっぱいのまちづくり

理解していただき、相互に人格と個
性を尊重し、支え合える社会環境が

問参加者が特定の区民になりがちな傾
答障害者に関するイベント情報などを

飾

いくことが課題である。

ての教員の指導力向上に結びつけて

党

答子どもたちの発言機会を増やし、社

あると考えるが、区の見解を伺う。

関係部署と連携し、感染拡大防止対
策や区民へ正しい知識と対応を情報
提供していく。
※他の質問項目 対応マニュアル など
放射線対策
問新たな放射線量の情報が認められた
場合、測定方法も含め、積極的かつ
迅速な対応を求めるが、見解を伺う。
答適切な対応と速やかな情報提供に努

主

め、区民の不安払拭を図っていく。

民
意見交換会のさらなる周知と
子どもの社会参画の推進を
構築されるよう、障害の種類や症状

向が見られる。より多くの人が参加
区の広報紙やホームページに積極的

などを広く情報発信する取り組みを

答地域のまちづくり、魅力づくりに資
することにより、多くの意見が出さ
に掲載し、多くの区民に障害のある

区民と区長との意見交換会

する協力関係を構築し、大学移行の
れ、真に区民との協働が実現できる
加を見送る団体も多い。推進協議会
で避難所運営訓練が企画されている。 ※他の質問項目 小型家電収集
※他の質問項目 避難所の確保 など

ずれも減量が進んでいる。

方への関心を持ってもらうとともに、
のイベントなどを積極的に情報発信

校中 校

と考えるが、区の見解を伺う。
障害の種類や特性などの情報も加え、
※他の質問項目 活動のＰＲ など
堀切地区の街づくりと堀切菖蒲園駅
問堀切地区の街づくり事業化に向けた

北側水路の占用問題

問キャプテン翼展の展示物購入後の活
取り組み状況と今後の方針を伺う。

キャプテン翼の今後の展開
用方法について伺う。また、展示物
答堀切地区まちづくり推進協議会から

育）を学習に活かしてはどうか。

整備計画案について、来年度からの

学校に伝えていく。

効である。ＥＳＤの重要性を区内の

けて整備計画案を作成した。今後は、 答生きる力を育むＥＳＤの考え方は有

提案のあったまちづくり計画案を受

を、広く地域のイベントで活用でき
れば新たな話題になるのではないか。
域イベントなどに積極的に活用する
密集事業の導入を目指す。また、不

答区有施設での展示や産業フェア、地

新たな子ども・子育て支援制度
燃化特区の税制優遇措置などの周知

問小学校５・６年生を対象に、学んだ

こ と で、「 キ ャ プ テ ン 翼 の ま ち 葛

実施してはどうか。

英語を学校外で実践する取り組みを

※他の質問項目 水路占用問題 など

を図り、建物の不燃化を促進する。

飾」をより効果的にＰＲし、区内へ

変更と、区民への周知について伺う。
答支給認定申請は、施設への入園申込
も兼ねる。また、保育ママは、直接

答来年度から６年生の日光移動教室で、

賃助成などの支援策実施
保健センター

全国的な学力調査の学校別の結果の

など

場でも「決まった後に説明会の開催

非公開

貸付事業の見直し

※他の質問項目 生業資金・奨学資金

問元気な高齢者の励みとなるような

はおかしい」など、廃止反対の意見

会議員の報酬等の引き上げを行う必

に区長をはじめとする特別職や区議

しい経済情勢の中、なぜ今この時期

問消費税率引き上げを延期するなど厳

げ

区長・区議会議員の報酬等の引き上

問中学校１・２年生を対象に、英会話

また、５年生への拡大も検討する。

英語を実践する事業を予定している。

問金町・立石・四つ木等で行われた全国

問小菅地域のがん検診を、ウェルピア

区民の健康づくり

る。広報かつしかの特集記事などに
商店街振興組合連合会の補助金を活

かつしかで実施してはどうか。

商店街振興

より、新制度の案内を行っている。
用したイベントの評価を伺う。また、

だけで過ごす（仮称）イングリッシ

※他の質問項目 利用者負担額 など

答来年度から南綾瀬地区センターで実

申し込みから区への申し込みに変わ

の誘客につなげる。

問新制度での施設や事業の利用方法の

円滑な実施に向けた努力を望む

子ども・子育て支援新制度の

自由民主党議員団

ーナーの庁舎内への設置 など

※他の質問項目 障害者が働く喫茶コ

めるよう努力していく。

し、活動の輪を広げたい。

い年代や様々な分野に携わっている

せないものと考えている。より幅広

をさらに広げていくためには、欠か

答意見交換会は、区が進めている協働

様々な障害に対する区民の認識を深

すべきと考えるが、区の見解を伺う。

計画進捗に合わせ、どのような協力
ができるのかなどを検討していく。

※他の質問項目 東京理科大学誘致に
ついての評価 など
大規模災害後の避難生活

問区外、都外、遠距離避難者の実態把
握をするためのシステムを構築すべ
きと思うが、区の見解を伺う。

答被災者生活支援システムの導入を進
めており、今年度内にはテスト稼働
を行う予定である。

※他の質問項目 避難所での教育 など
葛飾の新たな観光施策

問キャプテン翼展の展示物を購入予定
だが、その価値と品目について伺う。

答 キ ャ プ テ ン 翼 の 舞 台 で あ る「 南 葛
市」のジオラマなど約 点を購入予
定である。これらの世界で唯一の品
にＰＲ活動に力を入れていく。

方々に参加してもらえるよう、さら

プテン翼のまち葛飾」をより一層Ｐ
区内全域に広めるべきだがどうか。

など対象を特定した参加者の募集

支給する施策を導入してはどうか。

答複数の商店街が連携したイベントは、

ュ・キャンプを実施してはどうか。

問幼稚園・保育園段階から就学期まで
答要介護度の低下自体が自己負担額軽

支援及び早期連携モデル事業や学校
（仮称）
「お元気奨励事業」を創設し

問先般開催された説明会では、どの会

よう関係機関と協議する。

施予定だが、区民サービス向上の観

※他の質問項目 民間との協働 など

の切れ目のない、さらなるきめ細か

学力向上に向けた取り組みの充実

答来年度から、英語宿泊体験活動を計
い対応が必要と思うがどうか。

※他の質問項目 テーマを絞り、世代

ウェルピアかつしか

答個々の保護者の意向によって公開・

中学校の画一的な進路指導の問題点
と評定の過度なバラツキ
～

問内申点は、学校ごとに大きな評定格
差（一例・国語５の評定割合

％）がある。改善すべきではないか。

答絶対評価であり、この状況は本区だ
けにみられるものではない。
※他の質問項目 進路指導の課題 など
学校と放課後等デイサービス事業者
の連携問題
問今後の学校と事業者の連携のあり方
と対策について伺う。
答学校は保護者の同意の下、個別の教
育支援計画などを事業者と共有する
南葛八十八ヶ所霊場

必要がある。学校へ連携指導を行う。
※他の質問件名

所

属（※２）

巡りなど新たな観光資源 など

無

区長・議員の報酬引き上げ反対
率先して身を切る改革を！

万円、区議会議長は約

長は約 万円、委員長は約
議員は約 万円である。

万円、

など

報酬等の引き上げに
区民の理解が得られるのか

※他の質問項目

万円、

万円、副議

教育長は約 万円、常勤監査は約

答区長は約 万円、副区長は約

の報酬は年間どのくらい増えるのか。

区議会議長、副議長、委員長、議員

問区長、副区長、教育長、常勤監査、

え適切に対応する。

な課題についても議会の議論を踏ま

案を提案した。費用弁償などの重要

ており、その答申を受けて条例改正

審議会の答申をいただくことになっ

答職員の給与勧告があると必ず報酬等

下げるべきと思うがどうか。

ある。今回の引き上げ改正案は取り

適正化などと総合的に考えるべきで

の透明性を図ることや、議員定数の

問議員報酬は、費用弁償や政務活動費

を尊重し、条例案を提出した。

き上げの答申がなされた。この答申

った観点から総合的に審議され、引

さらには区政運営や区財政状況とい

職責・他自治体との比較・経済状況、

問結果の公開・非公開について、保護
要があるのか、説明を求める。
者にアンケート調査をしてはどうか。 答特別職議員報酬等審議会において、

今後展開していく保健所・保健セン

※他の質問項目 非公開の理由 など

非公開を決定するべきものでない。

すべきと考えるが、見解を伺う。

総合庁舎整備基本構想は、白紙撤回

特別扱いしていることは明白である。

問公共施設の更新において、区役所を

基金

葛飾区総合庁舎整備基本構想と積立

撤回と建替え など

※他の質問項目 保健センターの廃止

ターのサービス向上に生かしていく。

答説明会で出された意見については、

別就学支援引継ぎ会の試行の成果を

区長の経済動向に対する基本的認識

お年寄りのくらしと命を守れ

区役所建替えよりも 子どもや

日本共産党葛飾区議会議員団

で要介護度が軽減した例

※他の質問項目 特別養護老人ホーム

課題としたい。

答「お元気奨励事業」は、今後の研究

ばかりである。区長の認識を伺う。

※他の質問項目 区有地を活用した児
童発達支援センターの整備 など
防災・減災対策
問公共施設への一時貯留施設の設置は
さらに拡充が必要と思うがどうか。
答豪雨対策として一時貯留施設は有効
であり、対策の強化を図る。
問時間 ミリ雨量対策の早期実現を関
係機関に働きかけてみてはどうか。

について緊張感が感じられない。Ｇ

答下水道施設の排水能力強化を要望し、 問本会議冒頭の区長挨拶には経済状況
総合的な浸水対策を進めていく。

費の落ち込みについての認識を伺う。

ＤＰや実質賃金の連続下落や個人消

常用品や感染症の予防機器などの十

問装備品に関して、女性に配慮した日

問保険料については、さらなる低所得

属（※１）

など

※他の質問項目 教育施設整備積立基

所

金のルール通りの積み立て

無

不良債権を生む事業の見直しと

全国学力・学習状況調査報告書と通知表

々 が 新 た な 観 光 資 源 と な り、「 キ ャ

25

39

てみてはどうか。

けとなっていると考えている。

減につながり、入所者本人の動機づ

画中であり、コミュニケーション能

Ｒすることが可能になると考える。

76

分析・検証し、支援の充実に努める。

答アイリスシートの活用を進め、早期

力の向上と将来の国際人育成を図る。

スクールソーシャル

年で本区の人口が９万人減少との

人口減少社会における子育て支援

ワーカーの活用の現状 など

※他の質問項目

問
予測を区長はどう受け止め、将来に
どのようなビジョンを持っているか。

調は続くと期待されている。しかし

答経済政策の浸透などで景気の回復基
急激な円安で採算がとりにくくなっ

分な備蓄があるか、また、備蓄場所
の増設も検討すべきではないか。

ていることや、商品の買い控えを心

答男女のニーズの違いや感染予防など
を想定した装備品は十分とは言えず、
効率的な収納などを検討していく。
※他の質問項目 防災行政無線のフリ
ーダイヤル化 など

者対策を進め、独自の減免制度を設
答便利で快適な区民サービス機能や防

けるべきと考えるが、見解を伺う。
答今後、国の動向を踏まえながら保険

をもとに、建替え資金の準備、庁舎

問本区の魅力や良さを区内外に発信し

に実施している減額制度は、第６期

児童を解消すること。待機児童の解

考えているのか伺う。

機能の検討、関係者との協議などを

％と、全体の貧困

階で、計画を撤回する考えはない。

介護保険事業計画期間中も実施して

災機能の確保などを目指す基本構想

人の保育

答下町葛飾の魅力である人情や絆、著
名な観光資源などを区民・事業者・
問ホームページに広報かつしかの電子

・

・１％を上回った。この結果を

税金を直接、貸付ける事業の見直し

学力調査の学校別結果の公開を
ものと受け止めている。今後も子ど

答医療機関への直接払いが可能となる

について伺う。

問高額療養費貸付事業の今後の見直し
る地域社会の実現に努める。

もたちが夢と希望を持って成長でき

答今まで以上に対策を講じていくべき

どう受け止め、どう考えているのか。

率

の貧困率は

問国民生活基礎調査において、子ども

子どもの貧困

区が協働し、区内外に発信していく。 ※他の質問項目 新給付制度 など

行っていく。その準備を進める現段

料を算定していくが、現在区が独自

み合わせ、３年間で１千
多子世帯へのより大

定員を増加する計画としている。

※他の質問項目
胆な支援策

ブック形式を導入し、行事などを動
画でみられるようにしてはどうか。

発達障害の支援

問ＰＡＲＳ（パーズ）という自閉症の

答電子ブックは、区政に関心を持って

介護支援

Ｒ（拡張現実）の導入 など

※他の質問項目 広報かつしかへのＡ

導入を検討する。

もらうための情報提供の工夫であり、

診断補助ツールを３歳児健診に採用
してみてはどうか。

答ＰＡＲＳを導入している自治体の状
況などを調査し、検討する。

問「５歳児健診」をモデルケース実施
から本格実施にしてはどうか。

いきたいと考えている。

ていくイメージ戦略のような施策を

シティプロモーション

介護保険

配する声があると認識している。

危機感を持っている。ハード・ソフ

年度から開始される「子ども・

め、活力あふれる区を築いていく。

問平成
子育て支援新制度」の最大の特徴と、
策定中の「子ども・子育て支援事業
計画」へどのように待機児童の解消
を盛り込むのか伺う。

35

消は、認可保育所や小規模保育を組

答最大の特徴は保育の場を増やし待機

検討を進めている。備蓄スペースは

ト両面から総合的なまちづくりを進

答人口減少、特に出産年齢人口減には

75

本会議の模様は、葛飾区議会公式サイトでご覧いただくことができます
http://www.katsushika-kugikai.jp/
葛飾区議会公式サイト

区民と区長との意見交換会
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中央医療技術専門学校
ESD の概念図
（文部科学省資料より）

28

政

区政を聞く 一般質問
（要旨） 詳しい内容は、会議録（２月中旬発行予定）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。

問４年制大学への移行を目指している

かつしか区議会だより No.222
答モデル事業の検証や検討会の結果を

3

※他の質問項目 ひとり親家庭への家

27
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27.9
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踏まえ、実施に向けて検討を進める。 問要介護度の改善で奨励金を事業者に
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