をはじめ︑学校︑保育所や高齢者施

被害想定を踏まえた防災対策の強化

万人を突破し︑

さて︑昨年は４ 月に中央区の定住

解決に迅速かつ果敢に取り組んでま

と力を合わせて︑当面する諸課題の

きる中央区を実現するため︑区行政

題が続きました︒その一方で︑地球

東京開催が決定されるなど明るい話

させていただきます︒

祈念いたしまして︑新年のご挨拶と

輝きにあふれた年でありますことを

22

12

（民主党区民クラブ）

年 頭 に あ た っ て

月にはＩＭＦ

竜巻による甚大な被害が数多く発生

しています︒また︑

が最新の世界経済の見通しを下方修

正するなど今後区民生活への影響が

このような状況下でも︑複雑・多

危惧されるところです︒

様化する行政需要に対し︑時代の変

化に対応した諸施策を着実に推進す

区民の皆様には︑お健やかに新春

ることが求められています︒新たな

をお迎えのことと心からお慶び申し

私たち中央区議会は︑区民の皆様

設など課題は山積しています︒

の声を的確に区政に反映させ︑すべ

人口が 年ぶりに

ての区民が安心して暮らすことがで

６ 月には富士山が世界文化遺産に登

いる決意であります︒

温暖化が原因とされる巨大な台風や

結びに︑本年が明るく希望に満ち︑

録され︑さらに９ 月には︑２０２０

て厚く御礼申し上げます︒

ご協力を賜り︑中央区議会を代表し

の活動につきまして多大なるご支援︑

上げます︒また︑日頃より本区議会

ます︒

10

月 日〜 月３ 日

11

議案を可決・同意

平成 年 第四回定例会

日から 月３ 日までの会期

年第四回区議会定例会は︑

条例の一部改正など
平成
月

今回の定例会では︑各会派議員に

よる一般質問が行われたほか︑区長

から提出された﹁中央区立知的障害

者生活支援施設条例の一部を改正す

る条例﹂など６ 議案を全員賛成で可

決し︑﹁指定管理者の指定について

数で可決しました︒

12

年賀状など時候のあいさつ状は︑ 公職選挙法により禁止さ

賢一

原田

新年明けましておめでとうござい

中央区議会議長

年のオリンピック・パラリンピック

13

日間で開かれました︒

12

会しました︒

続審査することを承認して議会を閉

中の事件について︑議会閉会中も継

最後に︑各種委員会に審査を付託

子氏を任命することに同意しました︒

期満了に伴う後任委員に︑窪木登志

さらに︑永嶋教育委員会委員の任

ました︒

開陳があった後︑賛成多数で同意し

について﹂の１ 議案は︑反対の意見

また︑﹁中央区副区長の選任同意

11

25

中央区議会
発行

れておりますので︑ 新年のごあいさつは︑ 本紙上をもって
代えさせていただきます︒

掲載は議席順です

46

25

22

︵区立敬老館︶﹂など３ 議案は賛成多

(1)

11

（公明党）
（公明党）
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植原
広一
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賢治
中島
博年
渡部
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博司
加藤
理恵
山本
一
富永
正高
瓜生

（新生自民党）
（自由民主党）
（自由民主党）
（公明党）
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染谷
弥生
堀田
志帆
河井
暁子
奥村

（新無所属）
（日本共産党）

No.213

ちゅうおう

新生自民党

がる地下鉄の整備に向けた今後の
域とともに歩みながら︑経済や文
清掃や緑化活動を推進するととも

を行い︑両宣言に基づき︑まちの

施設での多様な通信手段を確保す

能性がある︒防災拠点や一時滞在

は国等の協力を得ながら教育や福

り医療機関の紹介等を実施︒今後

に︑道路等の違法看板の指導や放

内デジタル網の構築を問う

障害者福祉における地域生活支

に把握できる体制づくりに努める︒

☆

性化におけるファミリービジネス

ルなども行われている︒区民によ

や商店街による環境浄化パトロー

実施されている︒また︑地域住民

置済み︒未導入２ 施設も今後区か

では４ 施設にＷｉ ︱Ｆｉ 設備を設

設備の整備も検討︒一時待機施設

要では︒⑵ひきこもり対策の場と

数は約７ 件︒⑴積極的なＰＲ が必

日平均利用者数は約７ 名︑相談件

の情報伝達が可能な地域防災無線

オープン１ カ月半の地域活動支

援体制を問う

の役割︑重要性を明らかにすると

⑴予期せぬ大地震など万一の時

ともに︑ファミリービジネスを核

しての活用など今後の展開は︒

援センター﹁ポケット中央﹂の１

問

地区はもとより︑東京オリンピ

ら整備を働きかける︒

問

祉等の分野で連携し︑実態を詳細

化の継承など多方面にわたって地
域に貢献しており︑地域活性化へ
置自転車の撤去などを区民や事業

る環境整備への考えは︒

可能性と本区にとって最良の路線

者との連携のもと︑実施してきた︒

イメージは︒
の取り組みにおいては︑地元また

の整備と無料で優先通話ができる

一議 員
は隣まちとの調整役およびリーダ

その結果︑区内全域で一斉清掃を

災害時特設公衆電話を設置︒災害

富永
画への位置付けが必要なほか︑整
ーとして地域に対して大きな役割

行うクリーンデーや中央通りにお

時に比較的通じやすいＷｉ ︱Ｆｉ

区長 防災拠点では本庁舎と双方向

備主体の検討や事業採算性など
を担ってきた︒このファミリービ

ける花壇の管理など多くの活動が

ック・パラリンピックでさらなる

る環境活動は︑良好な生活環境の

地下鉄整備には︑国の整備計

様々な課題があると認識してお
ジネスの貢献を深彫りして地域活

報を多くの人に伝えることである︒
とした地域活性化の在り方︑可能

確保のみならず︑まちの魅力や価

勝どき

そのためには︑区が防災や防犯向
まちづくりの進展が予想される台
性をさらに検証︑認識していく必

ラシを配付し周知を依頼するとと

⑴区内障害者支援団体等へチ

けのしっかりした安心・安全なコ
有明地区で交通需要の増加が

区長

場

ひきこもり対策を問う

もに︑区報や区ＨＰ 等の広報で一

値の向上にも資するものであり︑

層の工夫に努める︒⑵今後は家族

要がある︒しかし︑低迷する経済

問 ⑴不安を抱える若年層の被保護

等の要望に応じた家庭訪問支援事

見込まれることから︑これら臨海

者に対する自立支援・就労支援の

はデジタル画面に区からの情報が

取り組みは︒⑵若年層を被保護者

今後は区のおしらせ中央やホーム
ページなどによる幅広い呼びかけ

のあおりを受けて︑事業継承が困

をはじめ︑区民一人ひとりの自主

地域と都心部とを結ぶルートが望

難に陥っているファミリービジネ

流れるシステムづくりが必要と考
スも少なくない︒

業等を積極的に展開する︒

ましいと考える︒

タルサイネージへリンクできるシ

としないための支援策は︒⑶現在
ていく︒

⑴基本計画２０１３ で平成 年

的な参加を促進することで︑綺麗

事業継承のための資金調達や円
軽減など中小企業とは違う括りで

法案﹂の効果と本区の取り組み予

護法改正案﹂﹁生活困窮者自立支援

支援センターの整備は﹁早期発見﹂

度末までに完成予定の子ども発達

いて︑景気低迷の中︑どの事業者

は︑後継者の育成や相続税負担な

区長 小規模なファミリービジネス

住宅喪失の方等へ住宅支援給付事

対象者の約半数が就労︒⑵離職で

実施︒きめ細かい支援で昨年度は

早期就労を目指し継続的な支援を

観点から︑就学期と義務教育終了

切れ目のない支援の必要性という

では︒⑶ライフステージを通じた

もりの予防にも施設を活用すべき
大規模災害に備える地域防災計
画を問う
約 ％ の世帯主がマンション居

色パトカーを所有しパトロールを

防災訓練経費の助成等を検討︒積

ンションを対 象に︑防 災 資 機 材や

用︒継 続して防 災 対 策 を進めるマ

強化を図るため︑開発協力金を活

区長 マンション防災対策のさらなる

け︑実情に応じた支援策を検討し

が期待︒本区では平成 年度に向

援の実施で︑生活を立て直す効果

を評価・分析した上での様々な支

立支援法案はそれぞれ抱える課題

支援の強化を図る︒生活困窮者自

続けられるよう社会参加に結びつ

にわたりいきいきと地域で暮らし

の就労に向けた取り組み等︑将来

集団生活の支援︑義務教育終了後

支援を実施︒⑶学校での安定した

り等の予防に有効との認識に立ち

充実事業は先行実施したいと考え

⑴全体計画の中で実施可能な

就労自立給付金で自立直後の不安

る︒⑵発達障害は就学前の早期対

問

含めて検討を︒⑵不登校やひきこ

も売り上げを稼ぐために苦労して

どの課題を抱えていると認識して

住者の本区では︑マンションごと

﹁早期療育﹂の観点から前倒しも

見 守 り ﹂︑ 有 事 の 際 の 防 災 情 報 の
いる︒客引きをはじめ︑公道上の

おり︑こうした事業所の経営を支

定は︒

配信︑日常では観光案内︑広告な
立て看板や路上弁当販売など地域

援するため︑本区ならではの手厚

後についての考えは︒

眞人議員

どを流せ︑設置費用も掛からない
が抱える問題は大きく︑区内でも

業を実施︒⑶生活保護法改正案は︑

染谷

ことにある︒防犯自販機型システ
多くの地域でパトロール隊が組織

の防災対策の充実・強化等が不可
欠︒開発協力金の使途拡大のため︑

定な生活を支え︑再び保護への予

応が︑その後の不登校やひきこも

区長 ⑴専門の就労相談員を配置し︑

ムを研究し︑行政での導入や町会︑

種類におよぶ融資

☆

自治会︑商店会などへの推奨につ

くきめ細かい

をはじめ︑中小企業診断士による

新たに設定した防災対策事業につ

防効果を期待︒本区では他の就労

区長
出張経営相談などの取り組みも展

いては︑その支援として開発協力

安心への見守り︑環境

浄化に向けた本区の率先した取り

開している︒今後とも︑東京商工

ちの安全

時の有効な情報提供手段と考え︑

組みとして︑青色パトカーの導入

インセンティブも併せて活用し︑

⑴デジタルサイネージは災害

区役所本庁舎など区の施設４ カ所

金の活用を検討すべきでは︒

実施しているが︑これは民間警

極 的に対 策 を進めることで︑地域

がら︑継続的な事業運営に向け幅

設への拡大を検討するとともに︑

備業団体からの寄贈によるもの

現に向け︑ここで暮らす方々に声

問 本区でも綺麗なまちづくりの実

区内では︑久松防犯協会が青

民間設置のデジタルサイネージと

で︑区は駐車場提供で支援してい

区長

の接続については︑技術やセキュ

る︒現在︑区あるいは地域の方々
による様々なパトロールが行われ︑

るまちへ︑つまり安全で安心なま

を大きくして︑本区が世界に誇れ

者４割減少の減災目標実現を図る︒

防災計画に定める住宅からの避難

適切に推進する︒

区を作る取り組みを問う

☆ 自らの手できれいで誇れる中央

広い観点から支援していく︒

後研究する︒⑵デジタルサイネー

今後も︑環境浄化に向けて地域の

27

☆

地域コミュニティとしての地域

⑴地域スポーツクラブ活動の理

スポーツ推進を問う

スポーツクラブ大江戸月島の活動

や主旨等の掲載を︒⑵中央区地域

解を広めるため︑区ＨＰ 内に理念

問

はひきこもりの実態把握と共に︑都

支援の工夫をすべきでは︒⑶今後

の新しい地域スポーツクラブ設立

と緊密に連携した対応が必要では︒

健福祉相談を行う中で︑事例によ

区長

保健所で面談等による精神保

援するしくみの構 築が重要︒今後

会参加に向けた体験活動などを支

なった若 者に対し︑訪問 相 談や社

様々な要因でひきこもり状態と

ジや防犯カメラを設置した飲料用

30

問

自動販売機は︑複数の企業で開発

ちの実現に向けて﹁自らの意識と

万人と予測される本区で︑災害時

首都直下地震の帰宅困難者が

防犯関係等の団体と協議する中で︑

手で！﹂という取り組みを依頼す

難行動をとるには︑正確な情報収

問

が行われ︑現在︑普及の初期段階

青色パトカーについても費用問題

にあることから︑今後の開発動向

安心な

の混乱を防止し︑救助や冷静な避
区長 区では︑綺麗で安全

ることについて見解は︒
ファミリービジネスを問う

を含めて研究していく︒
☆

が利用する携帯電話等は︑災害時

集手段の確保が不可欠︒多くの人
に回線の輻輳等で繋がりにくい可

まちの形成を図るため︑平成元年
に ﹁ 花 の 都 中 央 区 宣 言 ﹂︑ 平 成

旨＝

ふくそう

年の﹁クリーン リサイクル宣言﹂

＝要

ス︑いわゆる家庭内企業支援は︑

永続してきたファミリービジネ

･
地域に深く根付き世代を超えて地

問

を見据えながら導入や推奨につい
勝どき・晴海・豊海地区の交通

て研究する︒
☆

勝どき・晴海・豊海地区へつな

インフラの整備を問う
問

･

けた体制づくりを目指す︒

リティ等の課題を整理しながら今

の運用状況を見ながら︑他の区施

会議所や各種業界団体と連携しな

88

時期にきていると考えるが︒

14

で既に導入している︒今後施設で

区長

されて活動している状況から︑ま

中央区議会自由民主党議員団

･

ステム構築について見解は︒⑵飲
まちの防犯・安全・安心を問う

守る必要があると思うが︑支援に

問

の臨時国会に提出された﹁生活保

☆
多くの繁華街を有する本区にお

で安全

安心なまちの実現を図っ

ジタルサイネージが一体となった
問

滑な事業継承のための相続の負担

防犯自販機のメリットは﹁まちの

料の自動販売機と防犯カメラ︑デ

☆ 若年層に対する生活保護対策・

ンテンツを創り上げ︑万一の時に

区長

に行政がまずやるべきことはパニ
り︑長期的な目標として検討する︒

まちの安全・安心に関しての区

ックを﹁起こさせない﹂﹁抑えるこ
ルートについては︑晴海

☆

と﹂そして避難誘導など正確な情

10

えるが︑既存の民間分を含めデジ

･

いて見解は︒

ついて見解は︒

29

･

一 般 質 問

↑

･
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(2)

の特性を生かし﹁金融経済の学習﹂

組みは︒⑵商業の中心である本区

が必要と考えるが︑学校での取り

るように﹁キャリア教育﹂の推進

し社会人・職業人として自立でき

ている︒⑵災害時のシステムへの

管庫に保管するなど安全を確保し

クアップデータも高層階の耐火保

な自家発電装置も備えた上︑バッ

して処理し︑

時間以上稼動可能

カ所の外部データセンターを利用

区長 ⑴十分な耐震性能を有した２

告知ラジオは使えず︑区から送信

るか今後検討する︒

の防災訓練にどのように取り入れ

防災意識も共有できるため︑本区

で︑気軽に多くの方が参加でき︑

施場所を特定しない短時間な訓練

いく︒⑵シェイクアウト訓練は実

運営委員会連絡会議等で共有して

討し︑より有効な対策を講じる︒

がら︑避難経路や誘導方法を再検

とともに︑検証報告等参考にしな

員の高い防災意識の醸成に努める

が重要なことから︑常日頃から職

速で的確な判断による避難と誘導

範囲で対応困難な状況下では︑迅

のように︑通常の自衛消防訓練の

訓練も実施している︒今回の放火

う中央監視室職員の定期的な消防

の動向を注視しつつ︑オープンデ

なることから︑今後は国や他団体

出に関する基準策定などが課題と

換が必要であり︑公開データの選

活用可能な使いやすい形式への変

図ってきた︒

ことで︑区政の透明性の向上を

大してホームページ上に公開する

について︑統計データの範囲を拡

も﹁グラフで見る中央区のすがた﹂

政情報や統計情報を︑本年 月に

＝要 旨＝

様々な機会を捉え普及に努める︒

を全ての小・中学校に取り入れて
対処は︑各関連施設の電源供給の

されてくるメールも現状では返信

⑵スプリンクラーは消防関係法令

ータの実現にかかる課題の解消に

一 般 質 問
⑵活動情報が区ＨＰ から入手でき

は︒また︑企業・学校等が連携し
問題やバックアップデータの遠隔

できない設定であることから︑双

に基づき︑消防署の指導のもと適

問

⑴晴海運動場廃止に伴う代替設
備の確保について︑区の認識と対

置が義務付けられている９ 階以上

公開の拡充について検討する︒

取り組むとともに︑一層のデータ

現在の本区公開データの多くが

に加え︑１ ・２ ・８ 階にもスプリ

月予定の区ホームページの

ンクラーを設置︑消火器は各フロ

生に伴う情報配信の混乱を踏まえ︑

区長

メールアドレスを公表する︒また

リニューアルに併せ︑庁内各課の

アーに４ 台程度︑その他必要に応

応策は︒⑵区施設の有効活用には

層強化すべきでは︒

るよう取り組む︒⑶京橋・日本橋

生活に即した体験的な﹁ファイナ
地への分散・確保など様々な課題

方向で情報交換できるメールアド

切に設置している︒本庁舎では設

の中で直面する様々な課題に対応

地域での設立に向け︑スポーツ推

ンス教育﹂に取り組む考えは︒
への対応を想定する必要があり︑

レス開設が必要と考えるが︒

への考えは︒

進委員等の協力を得ながら地域へ

動や社会科見学を通し働く大切さ
今後とも費用対効果を考慮しなが

⑴区ＨＰ への掲載をはじめ︑

働きかける︒

等を︑中学校では職場体験で勤労
ら検討する︒

区長

利用時間の拡大が必要では︒⑶夜
の意義等を理解させ︑学校訪問等

災害発生時には専用ホームページ

している︒⑶現在︑正面玄関と通

じて１ 階事務室や巡視室等に設置

東日本大震災での帰宅困難者発

を立ち上げ︑専用メールアドレス

問

ホームページ等でより詳細で的確

も用意する︒

聴覚に障がいのある方は︑緊急

間利用ができない小学校高学年や
で将来を具体的に考える機会とし

な配信が可能となるよう︑またそ

問

中学生が︑一定の条件と指導監督
ている︒⑵社会科等の教科学習の
中で全校が実施︒さらに各学校で

の他の防災対策に活用できるよう︑

⑴小学校では日常の当番活

者等のもとに利用できるよう年齢

身近な企業の見学や職業体験等の

奥村 暁子議員

国民の目・耳・口をふさぐ秘密

秘密保護法案で⑴基本的人権の

知る権利を侵害するのでは︒また

問

保護法案を問う

☆

日本共産党中央区議会議員団

活動を実施し︑発達段階に応じて

⑴都に対し︑スポーツ活動に

影響しないよう代替用地確保等と

区長
大会後のスポーツ施設の活用を要

階から７ 階にシャッターを設置し

た警備員を配置するとともに︑４

用口受付にトランシーバを携帯し

無料で使えるサービスなどの活用

危機管理における区の対応を問

職業や経済活動を理解させている︒

⑴本年７ 月宝塚市役所で発生し

う

☆

望している︒⑵さらなる時間の拡
大は︑利用者の意向や体育施設周

問

特定秘密とは知らず︑情報に接触

見解は︒

し逮捕など区民生活を脅かしうる

ン能力を育み︑国際性を養うため︑

ている︒また職員向けには︑さす

辺住民への影響を踏まえ検討︒⑶

た放火事件では︑突発的人為的な

区ホームページ︑ツイッター

危険性があるが︒⑵国家の都合の

区長

またや護身術の講習会を実施する

同世代の外国人との交流の場を設

事案に対応する危機管理対応マ

悪い情報を暴くジャーナリズムの

夜間は高い利用状況のため︑年齢

で提供する防災情報を民間無料サ

など︑今後とも緊急事態が発生し

同世代の直接交流として︑

ニュアルがなく︑今回の事件を受

教育長

ービスと連動させる方策について︑

ける等︑今後必要な取り組みは︒

況を踏まえ検討する︒

ても区役所の機能を維持できるよ

役割を萎縮させ︑報道の自由を奪

け設置した検証委員会がまとめた

うのでは︒⑶国民の知る権利を奪

様々な手法を研究し試行も重ねな

う︑様々な事例を参考にセキュリ

明正小学校では東京国際フランス

報告書では﹁より具体的︑実戦的

ティ強化に努める︒

研究を進める︒

中央区議会公明党

う

⑴法案は国の安全保障情報の

り開く法案は廃案にすべきでは︒

うち特に秘匿の必要があるものの

区長

事項を定め︑国や国民の安全確保

向上にもつながる︑事業所や新し

人を糾合できるため︑防災意識の

では︒

等セキュリティを一層強化すべき

みの本区におけるさらなる見直し

等を要望しているが︑既に設置済

今後政府も取り組みを進めるオー

協働が一層進むと期待されている︒

を区民と共有して解決等に向けた

サービス向上や行政が抱える課題

の責任で検討すべきもの︒

題︒広く国民の意見を踏まえ︑国

障と知る権利の関連から重要な問

ると規定︒⑶法案は国民の安全保

を目的にしており︑基本的人権を

経ち︑新しい情報を活かしながら︑

い住民が多い本区では有意義な取

自治体がホームページ上で公開

住民データ等の重要データの保管

り組みであるが導入の考えは︒

問

と中央区を結ぶ地下鉄の必要性が

体制に一層取り組むべきと考える

弥生議員

高まると認識︒地下鉄の導入には

が︑区の現状と問題点をどう認識

堀田

い︑米国と一緒に戦争する道を切
るが︑本区庁舎内における消火訓

な消防訓練とするべき﹂としてい
策﹂が地域防災計画に明記された

⑴﹁女性の視点に立った防災対

がら検討する︒

ザランド市中学生の体験入学など︑
交流や体験の機会重視の教育活動

練の実態および検証報告から見た

中央区の交通基盤の整備を問う

が︑運営主体者の多くは男性であ

改善すべき点は︒⑵市庁舎内のス

☆

り︑経験を積むためにも︑今後は

プリンクラー未設置が初期消火に

不当に侵害してはならないと規定︒

を実施︒今年度立ち上げた国際理

女性が主体者となる防災訓練実施

失敗した一因と言われているが︑

⑵法案は知る権利の保障に資する

人口増加に対応できる利便性の

が必要では︒⑵防災訓練参加者数

本区庁舎等区有施設のスプリンク

している情報を誰もが自由に加工

報道や取材の自由には十分配慮す

問

解教育推進検討委員会で具体的取

の減少が深刻な課題だが︑家庭で

ラーおよび消火器の設置状況は︒

や複製して利用できる﹁オープン

高い交通の実現を目標に︑臨海部
画されているが︑将来を見据えた
交通問題解決には︑臨海部と都心
銀座と臨海部を結ぶＢＲＴ の

部を結ぶ地下鉄の導入が必要では︒
区長

公共データ活用の取り組みを問

も職場でもそれぞれの居場所で簡

⑶宝塚市職員へのアンケートでは︑

データ﹂の有効活用により︑住民

☆

単に参加できる﹁シェイクアウト

今後の対策として防犯カメラ設置

り組みの調査

防災対策を問う

訓練﹂が注目されている︒多くの

と銀座を結ぶＢＲＴ 先行導入が計

☆

⑴東日本大震災から２ 年半以上

国の整備計画への位置づけなど様

国や一部の自治体では︑既に

衆院本会議で可決された﹁社会

⑴安倍政権自らが生んだ貧困や生

保障制度改革プログラム法案﹂で

問

う

担を押しつける社会保障改悪を問

々な課題はあるが︑将来のまちづ

よる防災資器材の使用や地域防災

区長

☆ 国の責任を投げ捨て︑国民に負

オープンデータに取り組んでいる

プンデータの活用を︑本区として
成 年度には女性の自衛消防隊も

が︑本区でも﹁中央区情報化基本

も前向きに取り組んではどうか︒

しているか︒⑵中央防災会議によ

発足︒検証のため︑京橋消防署主

方針﹂の作成当初より︑様々な区

を使った自衛消防訓練を実施︒平
る首都直下地震や南海トラフ巨大

無線の通信体験のほか︑施設利用

催の自衛消防訓練審査会へ参加す

区長 ⑴毎年職員による屋内消火栓

くりを見据えた交通基盤の充実に

計画の検証も行っているが︑女性

るとともに︑施設の維持管理を行

⑴防災拠点訓練では︑女性に

向け︑導入を検討していく︒

地震の被災地広域化の予測発表を

が主体的に取り組む防災訓練の事

25

区長

☆ ﹁生きる力﹂を中心とした教育

受け︑遠隔地の自治体のデータセ

例は︑毎年実施している防災拠点

決定できる能力を高め︑将来社会

⑴主体的に自己の進路を選択・

の推進を問う

ンターにも併用してデータや媒体

きゅう ご う

問

問

学園の子どもたち︑中学校ではサ

制限見直しは今後の施設の利用状

問

を念頭に置いた体制構築について

教育長

制限引き下げの考えは︒

10

子どもたちのコミュニケーショ

24

を預けるなど︑保管体制をより一

導入実現に向け検討中︒臨海地域

12

←
問

本議会の発言内容は会議録に収録され、
後日、
本庁舎情報公開コーナーおよび区立図書館に備えますので、
そこで閲覧することができます。
また、区議会ホームページにも掲載しますのでどうぞご利用ください。
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条で定

活苦の問題解決を自助努力として
国民に迫るもので︑憲法

⑴⑵現在︑都から選手村建設

まちづくりへの転換を願うが︒
区長

設が待機児童解消に必要では︒⑶
と今後の名簿作成・運用指針は︒

と回答の管理状況は︒⑶区民の声

児期の教育や保育を具体的施策で

地域の実情を踏まえた質の高い幼

提供︒⑵事業活用による保育士賃

への迅速な対応と職員間の情報共

金への上乗せ分の補助金交付や私

⑶学校等緊急時の３ 地域別避難所

有・意識啓発に繋がる広聴システ

保育所整備に区内の都有地利用を
の収容人員および生活の環境改善

立認可保育所の開設支援を実施︒

都に要望すべき︒

ムを全庁的に導入すべきでは︒⑷

の経費負担等は明らかでないが︑
策は︒⑷被災時の罹災証明発行手

⑶本年度中２ 回︑平成 年度は３

めた社会保障の向上・増進への責
区長 ⑴⑵今後も認可保育所中心に

区政世論調査の回収率が近年 ％

施設建設等に関する要望書提出や

続体制の現状と今後の強化策は︒

任放棄では︒⑵消費税増税や﹁ア
多様なニーズに対応できる認証保

財政負担を協議︒学校等の整備計

回以上予定︒現在実施中のニーズ

ベノミクス﹂による物価高騰︑貧

前後︑現行の郵送調査に偏らず︑

育所を配置し待機児童解消に努め

⑴日本橋または月島出張所に

画は︑建設費の高騰など社会経済

式会社で良い保育は成り立つか︒

が各々１万２千人︑月島地域が１万

収容可能人員は京橋・日本橋地域

庁議の場で全庁的に共有︑ＨＰ 等

運営にも活用︒⑶区長への手紙は

として様々な観点から検証︑事業

当該地域への影響は︒また悪影響

計画・進捗状況の総括と区全体や

る平成期以降の竣工および現在の

問 第一種市街地再開発事業におけ

区長

困と格差の広がる中︑﹁生活保護法

び計画見直しを予定︒

調査結果を分析︑審議︒新制度開

る︒⑶都に情報提供を求める︒

☆ 市街地再開発事業を問う

留置調査等を活用し︑精度の高い

状況を考慮し対応︒新たな行政課

極的な設定と情報共有化が広聴活

災害対策本部を設置し対応︒⑵現

改正案﹂﹁高校授業料無償化廃止法

害 時 要 援 護 者 台 帳 を整備 ︒
今後︑
名

動の指針︒⑵貴重な資料・データ

始後は達成状況の点検︑評価およ

簿作成・活用に係る手順等を示す

多様な意見が反映可能な調査を︒

ど︑低い認可基準で︑保育の質が

国の指針に基づき両名簿を改定︒⑶

在︑災害時地域たすけあい名簿と災

題や事業執行状況から適正に配置︒
低下し事故を招くのでは︒⑵運営

要を的確に捉えた施策の見直しと
区長 ⑴新制度の基準は保育の質を

７千人︒投光器等の資機材や簡易ベ

⑴株式会社の認可保育所参入な

⑶健全で持続可能な行財政運営の
費の８ 割が人件費︑利益追求の株

開発事業者には地域に必要な施設
確保の上国が定めていく︒⑵株式

への公開で区民と共有︒⑷本年度

問

案﹂などは︑暮らしを守る政治と
維持に配慮し︑福祉サービスを提

⑴区民との意見交換の場の積

逆行するのでは︒⑶生活に苦しむ
供︒⑷人口増に伴い生じる行政需

整備を求める︒⑸高齢化による費

ッド等の備蓄︑活動マニュアルを作

区長

大企業が大儲けできる環境

整備は︑自助努力を求める相手が
⑴プログラム法案は受益と負

違っているのでは︒
区長
会社による運営は︑国や都の基準

問 広報で⑴広報戦略のありかたを

向け︑上位計画との整合性を図り

９ 地区で︑まちの将来像の実現に

区長 平成期以降９ 地区︑進行中も

に対する事前・事後対策は︒

用負担や空地整備等の課題解決が

担の均衡がとれた持続可能な社会

・４％ で︑統計上の

の回収率は
年度生活

信頼水準は十分高く︑当面は現在

可能な高層建物は有効︒⑹今後も

成し災害時要援護者の居室指定等

地域と協議し︑個別建替えや地域

⑴子どもの成長に係わる園庭の

で改善に努力︒⑷平成

保障制度を確立する全体像や今後
問

に従っており︑事業者による人件

の進め方を明らかにしたもの︒⑵
課題に応じ再開発等住み続けられ

費削減の追求もないと認識︒

一連の改革法案は自立・自助を基

等関係者を含めた研修会を実施︒

権利者合意のもと取り組んでいる︒

役割と必要性への考えは︒⑵園庭

再開発事業は定住人口の維持・回

るまちづくりを進める︒

見直し︑広報戦略基本方針を策定

復や不燃化の推進など︑個別の建

水害対策として⑴大規模水害の

のある保育園を造るための努力は︒

すべきでは︒⑵情報発信と広報戦

問

うえで公助により生活を保障し︑

被害イメージや避難率の向上策は︒

替えでは困難な地域改善を実現し

⑶園庭があれば近隣公園へ行く危

たと認識︒周辺への影響は︑事前

国の責任で自分の力を最大限発揮

記者会見を︒⑶近年プレゼンテー

略の一環として︑区長の定例的な
下空間等における避難および止水

・事後の調査実施により植栽の充
⑴浸水危険場所と避難先掲載

・被害軽減策は︒
区長

の洪水ハザードマップを公表し︑

係機関と連携し安全な場所へ救助︑

令により避難率向上に努力︒⑵関

化に今後も取り組む︒⑵定例会見

視点に立った情報発信の充実・強

スマートフォンへの対応等戦略的

や近隣住民への説明・対応状況は︒

るケースが多い︒事業者等への指導

への不十分な説 明のため相 談され

近年の再開発事業で︑近隣住民

誘導︒⑶荒川浸水想定区域内の地

区長 まちづくり基本条例を制定し︑

問
園の先進的な食育の一例︑継承︑

は形式的になりやすく︑必要に応

月のＨＰ リニューアルと

発展が大切では︒⑵子どもたちへ

下街等 施設で避難確保計画を作

区長 ⑴

実等必要な対策を指導︒

ション能力等の重要性が高まって

⑵孤立者の救助・救援策は︒⑶地

区長 ⑴⑵⑶遊び場は健全な成長に
大変重要︒土地確保が難しい場合

洪水・高潮予想時は避難勧告等発

は屋上利用や安全性考慮の上で近
隣公園を指定しており︑今後も園

⑴ 豊 洲 新 市 場の施 設 工事 着 工

庭の確保に努める︒

問
区が造る先行営業施設も入札不調︑

は入札不調で完成が遅れる可能性︑

きく︑築地市場の再整備が現実的

安心な食の提供や食育に

⑴陶器食器の使用等は区立保育

で地域経済に貢 献するが︒⑵土壌

の安全

問

オリンピック・パラリンピック

☆
東京開催による影響と中央区のま
オリンピック開催準備や行政手

ちづくりを問う
問

掘削除去︑地下水処理など豊洲の

勝どき東地区第一種市街地再開

発 事 業のＢ 敷 地のＢ 棟は狭い敷 地

害等周辺住民への悪影響の対応策

超の壁状の建築計画︒⑴日影︑風

で建ぺい率・容積率ともに高く ｍ

政府の子ども・子育て支援新制

育て会議が開かれたが⑴新制度を

度導入に向け︑本区で子ども・子

方について周辺環 境も含めた法的

は︒⑵ 本 計 画のＢ 敷 地Ｂ 棟のあり

問

☆ 子ども・子育て支援新制度を問う
防災計画で詳細に定めている区・

他区の防災対策条例は︑地域
区民・事業者等の責務や災害応急

区長

問

再開発事業に伴う影響について︑

は調理師の正規職員を採用すべき

区・区民・事業者等の責務や対応

周辺への説明会開催や結果報告を

では︒⑶調理師を十分配置しない

施策を明確に位置付けた防災基本

の重要性を認識し︑その意識を高

汚染対策工事の泥沼化した現状に

の責任で速やかに再入札し整備す

大変重要と認識︒食育推進やアレ

区長 ⑴⑵⑶食育は健全な食生活に

条例を本区も定めるべきでは︒

じた開催を検討︒⑶各職員が広報

﹁移転﹂反対に戻ることが重要では︒

ると聞いている︒区の築地新市場

ルギー対応には栄養士︑調理職員︑

成︑八重洲地下街は浸水防止計画

はあるが⑴選手村建設のためのイ

働きかけていく︒

員増員は︒⑵入札不調となった築

も速やかに再入札し︑整備を進め

保育士が一丸となることが必要で︑

も作成︒地下空間管理者の連携を

ンフラ整備や学校等の施設整備へ

のは︑食育に力を入れる区の姿勢

地の先行営業施設︑﹁本の森ちゅう

る︒⑵工事は都の責任で実施︑専

事業者に義務付け︑積極的に指導︒

⑴豊洲新市場の入札不調は都

お う ﹂︵ 仮 ︶の 計 画 再 検 討 を ︒ ⑶ 子

門家による技術会議の確認も経て

本区地域防災計画等とは別に︑

育て支援事業等の福祉サービスに

十分な職員体制に努める︒

問

建築費高騰のしわ寄せがあっては

進められ︑区も築地新市場の開業

最大限活用する具体策は︒⑵待機

⑴策定される事業計画により︑

⑴日影の影響を軽減するため︑

計画の中で建物配置を工夫し︑防

発も含め対策を検討︒⑵一体的な

接地は住民とも今後協議の上再開

南側に寄せた配置計画を指導︒隣

区長

・総合的・理念的観点での見解は︒
対策等の内容を改めて規定したも

する事業導入による成果は︒⑶今

耕太郎議員

広聴・広報活動を問う

児童解消加速化プランの中の希望
☆

ので条例制定の考えはない︒
災害対策を問う

区長

映方法は︒

☆

田中

中央区議会みんなの党

に反しているのでは︒

ならないが︒⑷巨大再開発事業に

に向け︑総力で取り組む︒
公的責任による認可保育を軸と
⑴国基準より低い都基準の制度

に一度整理し︑新たな広聴基本方

後の開催頻度や内容︑区政への反
針を策定すべき︒⑵各種相談内容

広聴で⑴制度のあり方を体系的
⑴区本庁舎被災時の対応策は︒⑵

問
で増えた認証保育所は恒常的制度

災害時要援護者対策への取り組み

災害対策基本法が改正されたが
とすべきでないが︒⑵保育の量と

問

住宅に住みたい﹂と考えてはいな

質が確保された区立認可保育所増

旨＝

いが︑超高層である必要性は︒⑹

＝要

ヒューマンスケールで落ち着いた

問

した子育て支援策の拡充を問う

☆

伴う人口増に対応した子育て支援
施設等の整備計画が後手とならな
い対策は︒⑸再開発住宅に戻る入

報能力の向上策は︒

いるが︑職員研修体制も含めた広

険も軽減されるのでは︒

保障制度改革の議論の動向を注視
し︑国への意見・要望等適切な対

市場﹁移転﹂問題を問う

できる環境の整備と認識︒⑶社会

本に︑相互扶助による共助︑その

の手法を継続︒

26

再建支援システムを導入し︑消防署

50

める研修のさらなる充実に努力︒

区長

33

の区の財政負担と準備に向けた職

続きは区業務に支障をきたす懸念

開場先のばしは関係者への影響が大

区民福祉の一層の向上に努める︒

応と区民の暮らしを守る立場から︑

出口が見えず︑泥沼化した築地

52

･

居者や地権者が必ずしも﹁超高層

12

☆

24

財界

国民に自助努力への環境を整え︑

25

一 般 質 問

↑

･

No. 2 1 3

区 議 会 だ よ り
平成26年
（2014年）
１月１日
（水曜日）

(4)

身体や教育を受ける権利を脅かす

律だが︑今日︑児童生徒の生命・

要望の施策への反映から︑本区教

の緊密な連携による地域の意見・

る議論と活発な審議︑区長部局と

効果︒

６９５ 万円の減で４ ・ ％ の削減

電力事業者と契約した結果︑年間

校８ 校︑中学校３ 校の計

わない上︑地方分権の流れにも明

法人住民税の基本的考え方にそぐ

念される︒⑵⑶今回の見直し案は

にも大きな影響を及ぼすことが懸

提とした今後

年間の財政見通し

人口増加等に伴う歳入の伸びを前

込み︒こうした減収が続いた場合︑

等の形骸化︑危機管理の不足﹂と

在の不明確さ︑教育委員会の審議

者である教育長の間で︑責任の所

代表者である委員長︑事務の統括

執行機関である教育委員会︑その

いて︵第二次提言︶﹂は﹁合議制の

れた﹁教育委員会等の在り方につ

する教育再生実行会議でまとめら

の抱える様々な課題に的確に対応

る委員会運営を実現し︑教育現場

元化で︑責任の明確化や迅速性あ

を注意深く見守る︒

つくよう︑引き続き審議会の議論

検討が︑よりよい教育行政に結び

具体的な制度設計に向けた今後の

題もある︒教育委員会制度改革で︑

権限と責任の所在が不明確等の課

いない自治体も見られる背景には︑

罰の対応等で制度が十分機能して

格や事業者の環境への取り組み等

つ確実な供給を第一に︑安価な価

を検討する︒⑵引き続き安定的か

効果などを検証し︑導入の可能性

いて見解は︒

び新電力における入札の展開につ

力調達における今後の方向性およ

よび導入の考えは︒⑵区施設の電

ながる電力の部分供給契約制度お

を整備したが︑⑴経費削減にもつ

事業者が協調して電力供給の環境

分供給に関する指針﹂に基づき︑

問 資源エネルギー庁の電力の﹁部

問

月

日決定の総務省財政

総務省財政審議会﹁地方法人課

本年

の例を参考に︑有効性や料金削減

た債権を一元管理する部署をつく

多種・多様な活動を通して各委員

育委員会では定例会の審議のほか︑

会活動を目指すことを再確認︒教

由は︒⑶その他の区有施設で︑一

状況は︒⑵随意契約としている理

しているが⑴年間電気料金の削減

を﹁東京エコサービス﹂から調達

本区は昨年度より本格的に新電力

率的・効果的な対応に努める︒

署間で緊密に連携を図り︑より効

内共有化に向けた検討など関係部

徴収ノウハウや財産調査結果の庁

り組みとともに︑区税で蓄積した

滞納処分等による歳入確保への取

した私債権の回収や区税における

部署で取り扱う体制づくりなど課

位置付けが異なる各種債権を同一

年 月〜

月

委 員 会 活 動

平成

企 画 総 務 委 員 会
︵開会日︶ ／７ ・ ・ ︑ ／
▽ 所管事項に関する理事者報告の
聴取及び調査研究︒
▽ 付託された議案の審査︒
※ ／ は東京オリンピック・パラ
リンピック対策特別委員会と合同︒

17

＝要 旨＝

れず︑現時点で本区への影響額の
ような重大な事案が生じるなかで︑
育委員会制度は十分機能している

税のあり方等に関する検討会﹂報

らかに反する︒税収のみに着目し︑

いった課題が指摘され︑地方教育

していこうとするものと認識︒し

を入札条件としながら︑効率的︑

り︑業務の効率化を図る自治体が

がその能力を十二分に発揮してい

般競争入札により新電力会社から

は︑システムの一元化による財政
区長 ⑴東京電力料金との比較で昨

題も多く︑現時点での設置予定は

25

一 般 質 問
正確な算出は困難︒地方消費税引
責任の不明確さという課題が顕在

と考える︒全国では︑いじめや体

校で新

災広場や防災船着場等を整備する
き上げに伴う約
化し︑制度の抜本的な改革が不可

限付き一般競争入札により︑小学

計画︒地域に新たに生じる影響の
みを上回る規模のマイナス影響が
欠な状況となっている︒

各教育委員による熱意あふれ

軽減とともに︑安全安心で地域の
生ずると想定︒全国知事会の見直

審議会﹁地方法人課税のあり方等

大都市特有の財政需要を無視した

行政の責任者を教育長とすること

かし︑幅広い区民の意見の集約な

効果的な調達を図る︒

電力自由化の推進を問う

ると認識︒今後も情報共有の一層

調達した事例があれば︑施設の種

年度の削減額は３８５ 万円︒⑵時

ないが︑今後︑マイナンバー制度

区 民 文 教 委 員 会
︵開会日︶ ／８ ︑ ／
▽ 所管事項に関する理事者報告の
聴取及び調査研究︒

11

区長

魅力が高まるよう総合的な観点に
し案をもとに推計した本区の影響

に関する検討会﹂の報告書の柱は︑

議論は到底容認できない︒こうし

このような﹁中間まとめ﹂にお

を柱とする改革が提言された︒

ど︑政治的中立性の面で支障が生

億円の増収見込

立ったまちづくりを進める︒

地方税である法人住民税の一部

た認識のもと︑特別区長会は特別

いて⑴﹁教育委員会制度の改革﹂

じる危惧もあり︑新たな制度設計

民主党区民クラブ

︵法人税割︶を国税化し︑地方交付

区議会議長会とともに︑都および

に対する本区の現状と課題を踏ま

☆ 区の債権管理を問う

☆

今後も本区が効率的で質の高い

日︑内閣総理大臣が開催

税の財源に回すもの︒報告を受け

告書を問う

年度税制改正
都内市町村との緊密な連携を図り

えた教育委員会での議論とその具

には十分な配慮が必要︒

額の縮減および効率的な債権回収

問 近年高止まりしている収入未済

う仕組み構築を前提に︑市町村へ

問

内や訪問調査︑民間事業者を活用

区長 これまでの電話による納付案

新無所属

の委譲を検討するとしているが︒

財政面でのさらなる創意工夫とコ

に向け︑各担当課で管理されてき

場への理解・支援を求める︒国の

教育長 ⑴本年４ 月の諮問段階で︑

スト削減ならびに歳入確保は避け

志帆議員

案では︑
税制改正の議論が本格化する中︑

教育委員と教育長の緊密な連携の

河井

程度︒地方消費税の増収分を含め

ホームページを通じた区民等への

もと︑教育行政を適正に進めてい

４月

た総務省は︑平成

ながら﹁オール東京体制﹂で国等

体的な取りまとめは︒⑵﹁県費負

正としている︒

額は︑差し引き約５ 億円減収の見

での実現を目指すとし︑理由は地

への精力的な要請活動を重ねると

担教職員の人事権・給与負担のあ

守本 利雄議 員

方消費税の引き上げで不交付団体

ともに︑区長会独自の行動として︑

り方﹂について︑引き続き都道府

☆

の財源超過拡大を挙げ︑法人事業

全国の市町村長あてに﹁地方法人

県等において人事交流の調整を行

区長 ⑴部分供給契約は︑他自治体

税の暫定措置継続と税源の偏在是

課税見直しに関する提起書﹂を送

権限と責任の教育長への一

法人住民税の一部国税化は︑全
付︒今回の見直し案に反対する立

ても４００ 億円程度のマイナスが

アピールをはじめ︑区議会と一体

の推進で︑さらに意欲的に教育行

別と数︑年間電気料金の削減見込
す教育を充実するため︑任命権と

価に比べて有利な価格で契約締結

12

福 祉 保 健 委 員 会
︵開会日︶ ／ ・ ︑ ／
▽ 所管事項に関する理事者報告の
聴取及び調査研究︒
付託された議案の審査︒

▽

議 会 運 営 委 員 会
︵開会日︶ ／６・ ・ ・ ︑ ／３
▽ 議会運営に関すること︒

▽

環 境 建 設 委 員 会
︵開会日︶ ／ ・ ︑ ／
▽ 所管事項に関する理事者報告の
聴取及び調査研究︒
付託された議案の審査︒

13

11

︵開会日︶ ／ ︑ ／
▽ 新しい築地及び再開発等まちづ
くりに関する理事者報告の聴取及
び調査研究︒

築地市場等街づくり対策特別委員会

26
12

教育長

区全体で１４００ 億円

国知事会の﹁税源偏在の是正﹂試

見込まれ︑不交付団体の都区には

となり︑断固反対に向けた幅広い

政に関わる︒⑵県費負担教職員の

負担や個人情報保護の問題︑法的
財源ともに区への移管が必要なこ

が見込まれる場合︑随意契約でき

なども注視しながら研究していく︒

とから︑特別区として国に対し権

月から︑制

限と財源の委譲を強く要望︒

債権一元管理を行う部署の設置
人事権等は︑教育行政に対する責

み額と割合は︒

増えてきたが見解は︒

交付税として返ってこない︒⑴制

られない︒コスト削減の視点から

教育委員会制度を議論している
月

任体制の明確化と地域特性を生か

サービスを提供していくためには︑

度化された場合の本区の影響額等

る現状を踏まえ︑より活発な委員

中央教育審議会教育制度分科会

世論を喚起していきたい︒

問

の中間まとめを問う

☆

は︒⑵本区議会は第三回定例会で
﹁地方税財源の拡充に関する意見
書﹂を全会一致で可決し︑衆参議
長等あてに提出したが︑区議会と
して︑区長とともに強く国へ働き
かけるべきと考える︒報告書が示
した法人住民税の一部国税化への

中央教育審議会の分科会が

日︑今後の地方教育行政のあり方
について﹁中間のまとめ﹂を公表

月中にまとめる﹁税制改革大綱﹂

見解は︒⑶特に与党税制調査会は
で国と地方をめぐる問題を決着さ

した︒
年制定の﹁地方教育行政の
組織及び運営に関する法律﹂は︑

昭和

分科会は﹁はじめに﹂において︑

せる方針で︑早急な対応が求めら
れている︒国等への働きかけなど︑
⑴報告書では国税化の規模に

より具体的な取り組みは︒

年

の動向や先行自治体での実施状況
くもの︒⑶平成

るという地方自治法施行令に基づ

首長︑教育長の立場から﹁中間
まとめ﹂への所感と具体的対応は︒

問

27

12

12

12

25

地域活性化対策特別委員会
︵開会日︶ ／
▽ 地域振興︑文化振興︑観光振興
及び地域経済活性化対策に関する
理事者報告の聴取及び調査研究︒

18

←
区長

年間続いてきた現在の教育委員

少子高齢化対策特別委員会
︵開会日︶ ／
▽ 子育て環境の整備及び高齢者対
策に関する理事者報告の聴取及び
調査研究︒

防災等安全対策特別委員会
︵開会日︶ ／
▽ 防災︑防犯︑交通問題等児童生
徒及び区民生活の安全に関する理
事者報告の聴取及び調査研究︒

東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会

︵開会日︶ ／
▽ ２０２０ 年東京オリンピック・
パラリンピックに関する理事者報
告 の 聴 取 及 び 調 査 研 究 ︒︵ 企 画 総
務委員会と合同︶

本議会の発言内容は会議録に収録され、
後日、
本庁舎情報公開コーナーおよび区立図書館に備えますので、
そこで閲覧することができます。
また、区議会ホームページにも掲載しますのでどうぞご利用ください。

(5)
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会制度の骨格を形成した重要な法

10

31

11

30

ついて﹁関係者の理解が得られる
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11

11

26

10

23

範囲で﹂とあり詳細は明らかにさ

24
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中央区議会公明党

新

を

迎

え
博年

て
新生自民党

増渕

一孝

幹事長

渡部

幹事長

区民の皆様には健やかにお正月を

民主党区民クラブ

年
孝美

新年あけましておめでとうござい

お迎えのことと存じます︒

幹事長

中央区議会みんなの党

青木 かの

新年あけましておめでとうござい

ます︒中央区議会みんなの党は︑政

調会長・田中耕太郎と共に︑常にベ

ます︒ 民主党区民クラブに対する日

ンチャー政党として︑前例・慣例に

昨年は︑ 安倍自公政権による様々

さて︑ 新生自民党を立ち上げてか

とらわれることなく︑今︑そして未

頃のご指導︑ ご鞭撻誠にありがとう

ら８ カ月が過ぎました︒ 私たち会派

来の中央区民のために何をなすべき

な分野における暴走が日を追って加

万人を突破しての新しい区

ございます︒

は人口

速していき︑﹁秘密保護法案﹂ のご

新年おめでとうございます︒

幹事長 志村

日本共産党中央区議会議員団

区 議 会 各 会 派
幹事長

中央区議会自由民主党議員団
幹事長
謹んで新年のお慶びを申し上げま

田中 広一

新年明けましておめでとうござい
す︒日頃より︑温かいご支援を賜り

今野 弘美

ます︒皆様には︑希望に満ちた輝か
万人を超え︑

まして厚く感謝申し上げます︒
さて︑ 昨年人口が

しい新春を健やかにお迎えのことと
お慶び申し上げます︒

民要望を真摯に取り入れることはも

がいきいきと暮らし続けられるまち

健全な財政運営を維持しながら誰も

国民という構図はさらに

などを強行しようとしていますが︑

安倍政権は消費税増税や憲法改悪

を策定し︑ 永遠のテーマである安全

多くの事を学び︑ 基本計画２０１３

東日本大震災を経験した私達は︑

心安全な街づくり等︑ 区民の負託に

ています︒地域振興︑福祉行政︑安

として︑ 区議の専門分野化を目指し

区内の小中学校で増改築が進んでい

待機児童の解消が見込まれること︑

守本利雄企画総務委員長︑ 渡部恵
子議員と３ 人で会派構成し︑ 区民の

超え︑２０２０ 年のオリンピック・
づくり︑ 東日本大震災の教訓を踏ま
鮮明になり︑ 国民のたたかいはます

安倍政権

や団体の批判に包まれました︒

パラリンピック開催が東京に決定す
えた安全安心の確保︑ 地域経済の活

ることは大変喜ばしいことです︒

多くの方に感動をもたらす大会とな

ピック・ パラリンピックに向けて︑

くりに大きな影響を及ぼすことから︑ ん︒さらに︑２０２０ 年東京オリン

は︑ 区民の立場に立って区政をチェ

第三党である日本共産党中央区議団

言ではない激動の時代の中︑ 区議会

まさに﹁自共対決﹂ といっても過

題があります︒ 今日の行政のキーワ

催︑ 築地地区の活性化など多くの課

かオリンピック・ パラリンピック開

せているところであります︒ このほ

策︑ 中小企業対策などさらに充実さ

に語り合いたいと考えています︒

を含む︑ 中央区の未来像を皆様と共

東京オリンピック・ パラリンピック

会を開催し︑ 会派新生自民党として

今年は新生自民党として区政報告

の研鑽に努めております︒

の子ども達の成長が本当に楽しみで

リンピック・ パラリンピック開催時

央区に誕生しました︒２０２０ 年オ

える約１７００ 人の新生児がこの中

討する予定です︒

私たちに対しまして変わらぬご指

昨年は︑ 一昨年の１５１１ 人を超

るよう協力し︑ 新たな交通システム

ックするとともに︑ 区民生活と福祉

ードとして﹁区民との協働﹂ を推進

新たに設置した特別委員会などで検
自由民主党は︑今後とも︑区政を
の整備やバリアフリー施策の拡充な

の向上︑ 地域経済を守るために今年

もと︑議員団一丸となって︑安心︑
公明党は︑﹁大衆とともに﹂ との

また︑党区議団は︑昨年９ 月 日

導と︑ 本年が皆様にとって健康で幸

申すまでもなく︑ 私たち３ 人は自

しっかりと学ぶことができる環境作

てできる環境作り﹂ と﹁子ども達が

たちは︑﹁働きながら安心して子育

☎ ３( ５４６ ５) ５５９

議会局調査係

いります︒

議会だより﹂の編集に努めてま

本年も︑皆様に親しまれる﹁区

ので︑どうぞご利用ください︒

員会の日程などがご覧いただけます

す︒会議録の検索や本会議及び各委

ため︑ホームページを開設していま

況を広く区民の皆様にお知らせする

中央区議会では︑区議会の活動状

中央区議会ホームページを
ご利用ください

と共有できますよう祈念いたします︒

本年も一つでも多くの感動を皆様

り﹂に取り組んで参ります︒

民党の結党精神を尊び︑ 区民福祉の

皆様にとって本年が輝く一年とな

向上に邁進してまいります︒

す︒ もちろん︑ その後も一貫して私

支える第一党としての自覚と責任の
ど将来を見据えた対策が必要です︒

すべく︑ これからも区民目線を忘れ

安全と心の豊かさを実感できる区民
立党の原点に立ち︑ 皆様にお応えで

きるよう全力で取り組んで参ります︒ に︑﹁２０１４年度予算要望書
︵５１０

生活の実現に全力で取り組んでまい
ります︒

項目︶﹂ を区長に提出しました︒ そ

中央区教育委員
窪木登志子氏の任命に同
原案
会委員の任命同
○○○○○○○○
意する。
同意
意について

本年が皆様にとりまして︑ 健康で

中央区副区長の
吉田不曇氏の選任に同意
原案
選任同意につい
○○×○○○−○
する。
同意
て

平素のご厚情に感謝し︑ 本年が皆

します︒

中央区職員の給
与に関する条例 職員の給与を改定するほ
原案
○○×○○○○○
等の一部を改正 か、規定を整備する。
可決
する条例

多い年となるよう祈念いたしまして︑ りますことを祈念し︑ ご挨拶といた

晴海三丁目の開発行為、
区立久松小学校の増築及
び日本橋二丁目地区第一
種市街地再開発事業の施
特別区道の路線
行に伴い、特別区道の路
原案
の認定、廃止及
○○×○○○○○
線を認定し、廃止し、及
可決
び変更について
び変更する必要があるた
め、道路法第８条第２項
及び第10条第３項の規
定に基づく。

新年の挨拶とさせて頂きます︒
指定管理者 アクティオ
株式会社
中央区立桜川敬老館
指定管理者の指 平成26年４月１日から
原案
定について（区 平成28年10月31日まで ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
可決
中央区立浜町敬老館及び
立敬老館）
中央区立勝どき敬老館
平成26年４月１日から
平成29年３月31日まで

26
配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関す
る法律の一部を改正する
法律の施行に伴い、単身
中央区営住宅条
入居が可能である者の範
原案
例の一部を改正
○○○○○○○○
囲に、生活の本拠を共に
可決
する条例
し、かつ、婚姻関係に類す
る交際をする相手からの
暴力を受けた者を追加す
るほか、規定を整備する。

お力添えよろしくお願いします︒

地方自治法第96条第１
損害賠償の額の
原案
項第13号の規定に基づ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
決定について
可決
く。

の実現のために力を尽くします︒

中央区立公衆便
新たに区立江戸桜通り地
原案
所条例の一部を
○○○○○○○○
下公衆便所を設置する。
可決
改正する条例

幸せな一年となりますことを心から

区立知的障害者生活支援
施設の事業に基本相談支
援及び計画相談支援並び
中央区立知的障
に障害児相談支援を追加
害者生活支援施
原案
するとともに、計画相談 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
設条例の一部を
可決
支援及び障害児相談支援
改正する条例
に係る利用の資格及び手
数料の額を定めるほか、
規定を整備する。

お祈り申し上げます︒
中央区分担金等
に係る督促及び
分担金等に係る延滞金の
滞納処分並びに
原案
割合について、特例で定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
延滞金に関する
可決
める割合を変更する。
条例の一部を改
正する条例

ずに日々努力していく所存です︒

も全力をあげてがんばります︒

vs

その意味で︑ この４ 月に保育所の

るなど記念すべき年となりました︒
性化など基本計画２０１３ の施策を

速やかなる答えが出せるよう︑ 毎日

今後も増加傾向にあります︒ そこで︑ り押しは︑ 今までになく広範な人々

か考え︑実行して参りました︒

一方では︑ 選手村が晴海地区に整

安心対策を筆頭に子育て︑ 高齢者対

万人を

皆様と共に活動させて頂いています︒ とより︑ 地方議員の将来あるべき姿

備され︑ 大会終了後に大量の住宅供
ます加速していくと思います︒

13

着実に進めていかなければなりませ

さて︑ 昨年は定住人口が

13

給が想定されるなど︑ 本区のまちづ

13

○区長提出議案

様にとって幸多き年となりますよう

大規模災害からの復興に
中央区職員の給 関する法律等の施行に伴
与に関する条例 い、災害派遣手当の支給
原案
○○○○○○○○
の一部を改正す 対象に、復興計画の作成
可決
等のために区に派遣され
る条例
た職員を追加する。

ご祈念申し上げます︒

賛成
反対
− 退席
無
所
属
新 無 所 属
み ん な の 党
新 生 自 民 党
民主党区民クラブ
日 本 共 産 党
公
明
党
自 由 民 主 党

議決
結果
明
説
議案名

○
×

議案の審議結果
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