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　平成29年第2回定例会は6月12日から27日まで

の16日間の会期で開きました。

　この定例会には区長から、瑞江第三中学校施設改

築費などを計上した補正予算を含む10件の議案、諮

問1件、同意1件と報告6件が提出されました。

　これらの議案は、いずれも原案のとおり可決しま

した。

　また、議員からは「東京都後期高齢者医療広域連

合議会議員の選挙における候補者の推薦について」

を含む2件の議案を提出し、継続審査となった1件

を除き、全会一致で可決しました。

平成29年第2回定例会平成29年第2回定例会

補正予算を含む議案13件を可決補正予算を含む議案13件を可決
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　この定例会の会議録は、9月中旬にできあがります。

詳細は、区議会ホームページ、お近くの図書館または

区議会事務局でご覧ください。

議長・副議長就任あいさつ
　このたび、平成29年第1回臨時会におきまして、
議長、副議長に選出されました。誠に光栄に存じま
すとともに、職務の重責に身の引き締まる思いであ
ります。
　さて、江戸川区議会はこれまで、本会議インター
ネット中継への手話通訳の導入に加え、予算・決算
特別委員会についても会議の様子をリアルタイムで
ご覧いただけるよう、インターネットでの中継を開
始するなど、開かれた議会づくりに取り組んでまい
りました。また、大規模災害への備えとして、江戸
川区総合防災訓練に区議会全体で参加し、情報収集
訓練や参集訓練などの災害発生を想定した訓練の実
施や区の防災訓練では災害対策本部を立ち上げるな
ど、区民の皆様の安全・安心に資する取り組みを進

めて参りました。総合的な子どもの貧困対策や教育
環境、長年の課題である水害対策など、区の抱える
課題は多岐に渡りますが、常に現場の視点と感覚を
大切に、より区民の皆様の期待と信頼を集められる
議会づくりを進めてまいります。
　また、日本中が待ち望む東京オリンピック・パラ
リンピックの開催まで3年と迫ってまいりました。
世界的なイベントが本区で開催されることは大変誇
らしく思います。豊かな自然と伝統文化などの江戸
川区の魅力を世界中に発信する素晴らしい機会であ
るとともに、本区にとって大きな挑戦であります。
区民の皆様とともに、江戸川区全体でおもてなしの
心を持ち、大会の成功に全力で取り組んでまいりま
す。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

「東京都後期高齢者医療広域連合議会
議員の選挙における候補者の推薦に
ついて」を可決

第2回定例会日程
6月12日……議案上程、委員会付託、

表決
14日……代表質問
15日……一般質問、表決
19日……議案審査
20日……請願・陳情等の審査
27日……委員会報告及び表決

小松川境川親水公園小松川境川親水公園（撮影：野寺治孝）（撮影：野寺治孝）

ふじさわ進一議長

伊藤てる子副議長
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区長提出議案

予
算

平成29年度江戸川区一般会計補正
予算（第1号）

補正額：3億3,595万3千円　補正後の総額：2,406億6,759万3千円
瑞江第三中学校施設改築費の追加等。

○ ○ ○ ○ ○※ ○ ○ 42 0 可決

平成29年度江戸川区後期高齢者医
療特別会計補正予算（第1号）

補正額：5,129万円　補正後の総額：119億5,479万円
保険料軽減特例の見直しに伴う広域連合負担金等の追加。

○ ○ ○ ○ ○※ ○ ○ 42 0 可決

条
例（
新
規
）

江戸川区一般職の任期付職員の採用
に関する条例

複雑・高度化する行政課題や一定の期間内に終了することが見込ま
れる業務等に対応するため、任期を定めた職員の採用制度を導入す
ることに伴い、新たに条例を制定する。

○ ○ ○ × ○※ ○ ○ 37 5 可決

江戸川区立林間学校条例を廃止する
条例

江戸川区立日光林間学校を平成31年3月31日限りで廃止する。 ○ ○ ○ ○ ○※ ○ ○ 42 0 可決

条
例（
一
部
改
正
）

江戸川区職員の退職手当に関する条
例

雇用保険法の改正により、雇用保険の失業等給付が拡充されたこと
に伴い、失業者の退職手当を拡充された失業等給付の内容と同等の
ものとする。

○ ○ ○ ○ ○※ ○ ○ 42 0 可決

江戸川区小松川区民施設条例
仮称江戸川区平和祈念展示室を設置するため、展示ギャラリーを廃
止する。

○ ○ ○ ○ ○※ ○ ○ 42 0 可決

契　

約

江戸川区立葛西小学校・葛西中学校
改築工事請負契約

社会的要請型総合評価一般競争入札により、契約金額51億6,348万
円でフジタ・トヨダ・葛西建設共同企業体と契約。

○ ○ ○ ○ ○※ ○ ○ 42 0 可決

江戸川区立葛西小学校・葛西中学校
改築に伴う電気設備工事請負契約

社会的要請型総合評価一般競争入札により、契約金額5億436万円で
勝田・江戸川・沖田・ムライ建設共同企業体と契約。

○ ○ ○ ○ ○※ ○ ○ 42 0 可決

江戸川区立葛西小学校・葛西中学校
改築に伴う機械設備工事請負契約

社会的要請型総合評価一般競争入札により、契約金額8億4,303万
7,200円で東京セントラルエアコン株式会社と契約。

○ ○ ○ ○ ○※ ○ ○ 42 0 可決

松本橋架替工事（その2）請負契約
制限付き一般競争入札により、契約金額2億9,365万2,000円で大藤
興業株式会社と契約。

○ ○ ○ ○ ○※ ○ ○ 42 0 可決

諮
問
生活保護費返還金の督促処分につい
ての審査請求に係る諮問

地方自治法の規定に基づく生活保護費返還金の督促処分の「取り消
し」を求める審査請求が提出され、その請求を「棄却」とする裁定
を出すことについて、議会に諮問する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 43 0 妥当

同
意江戸川区農業委員会委員の任命同意

農業委員会等に関する法律の規定により、江戸川区農業委員会委員
を任命する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 43 0 同意

報　
　
　
　

告

専決処分した事件の報告

江戸川区の私債権の管理に関する条例の規定に基づき、生活一時資
金、療養出産資金、三世代同居住宅資金、母子福祉生活一時資金及
び奨学資金の各貸付金の返済を求める訴えに係る和解について、31
件の専決処分を行った。

放棄した私債権の報告
江戸川区の私債権の管理に関する条例の規定に基づき、公害対策資
金貸付金など60件、総額6,580万4,589円の債権を放棄した。

平成28年度江戸川区一般会計の継
続費の繰越使用

勤労福祉会館等複合施設建設費ほか3件。

平成28年度江戸川区一般会計の繰
越明許費の繰越使用

住宅等耐震化促進事業費ほか13件。

平成28年度江戸川区一般会計の事
故繰越の繰越使用

道路舗装工事（その3の2）

議決を得た契約の契約変更

・江戸川区立第三松江小学校改築に伴う電気設備工事
・江戸川区立第三松江小学校改築に伴う機械設備工事
・江戸川区立第三松江小学校改築工事
・江戸川区立篠崎第三小学校改築工事
・江戸川区立篠崎第三小学校改築に伴う電気設備工事
・江戸川区立篠崎第三小学校改築に伴う機械設備工事
・仮称江戸川区船堀地区複合区民施設新築工事
・仮称江戸川区船堀地区複合区民施設新築に伴う機械設備工事
・松本橋架替工事

議員提出議案

26号
東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における
候補者の推薦について

詳しくは7面の「議員から提出され議決された
議案」をご覧ください。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 43 0 可決

※江戸川クラブの一議員棄権

議案等の概要と結果
（○…賛成、×…反対）

会派名：自民…自由民主党、公明…公明党、民進…民進党、共産…日本共産党
　　　　江戸…江戸川クラブ、生ネ…生活者ネットワーク　　　　　　　　　

（議長を除く　計 43名）

●新たに受理されたもの 付託委員会

92号 都市計画道路補助第283号線拡幅計画の断念を求める陳情 建 設 委 員 会

93号 内水氾濫の対策に排水機場の新設を求める陳情 建 設 委 員 会

皆さんから出された請願・陳情

94号
完成できないスーパー堤防に代わる新工法（アーマー・レ
ビー）の提案と、この提案を真摯に受け止め委員会での真
剣な検討を求める陳情

建 設 委 員 会
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代表質問代表質問

地域で活躍する人に光を当てる
区政功労者表彰を

問　江戸川区区政功労者表彰は、区政に貢献し、　江戸川区区政功労者表彰は、区政に貢献し、
区民の生活と文化の向上に功労顕著なものを区民の生活と文化の向上に功労顕著なものを
表彰する制度である。これまでに二度の条例表彰する制度である。これまでに二度の条例
改正をしているが、昨今の時代背景に合わせ、改正をしているが、昨今の時代背景に合わせ、
推薦基準の一部改正が必要である。地域振興推薦基準の一部改正が必要である。地域振興
や教育文化など、地域で活躍する方に光をあてや教育文化など、地域で活躍する方に光をあて
るため、推薦基準の年数等について弾力的なるため、推薦基準の年数等について弾力的な
運用を。運用を。
答　区政の分野を超えて活躍されている方や
表彰基準の25年に満たなくても表彰に値する
方がいることは認識している。功労顕著な方に
受賞していただくためにも表彰基準年数に関わ
らず、多大な貢献を総合的に判断していくよう
意を用いていく。
問　本年 4月に区が公表した「公共施設が抱　本年 4月に区が公表した「公共施設が抱
える課題と今後の検討の方向性」によると平井える課題と今後の検討の方向性」によると平井
地区の公共施設は老朽化が目立ち、学校施設地区の公共施設は老朽化が目立ち、学校施設
とともに建替えが必要であるとされている。とともに建替えが必要であるとされている。
小松川区民館や図書館、葛西清掃事務所など小松川区民館や図書館、葛西清掃事務所など
は建設されてから45年以上経過していることは建設されてから45年以上経過していること
から、近い将来移転・改築予定の小松川第一から、近い将来移転・改築予定の小松川第一
中学校跡地に、これら施設の合築を。中学校跡地に、これら施設の合築を。
答　小松川平井地域に必要な中学校数を見
定めた後に学校統廃合の協議を進めるため、
現段階では小松川第一中学校跡地の具体的な
活用方法は、地域での議論を待ってからになる。
問　江戸川区にゆかりのある落語家の自宅を　江戸川区にゆかりのある落語家の自宅を
活用して落語文化を広めるとともに、地域活性活用して落語文化を広めるとともに、地域活性
化を図るため、平成 29 年 7月に公開予定の化を図るため、平成 29 年 7月に公開予定の
「ひらい圓蔵亭」の購入に至った経緯と今後の「ひらい圓蔵亭」の購入に至った経緯と今後の
活用方法は。活用方法は。
答　本区で生まれ育ち、文化活動を推進して
くださった橘家圓蔵師匠の足跡が本区から消え
ないよう、遺族から土地建物を購入し、公園
施設の一つとして設けることとなった。活用
方法について関係者と協議し、区民の皆様に
喜ばれる施設運営を進めていきたい。
問　本区は 5月 31日に「スポーツチャレンジ　本区は 5月 31日に「スポーツチャレンジ
デー」に参加し、このイベントを機に多くのデー」に参加し、このイベントを機に多くの
区民がスポーツに親しみ、自身の健康に役立区民がスポーツに親しみ、自身の健康に役立
てることができた。広大な河川敷や多くの公園、てることができた。広大な河川敷や多くの公園、
スポーツ施設に恵まれた本区の環境を活かし、スポーツ施設に恵まれた本区の環境を活かし、
継続的な運動やスポーツの習慣化を図るため継続的な運動やスポーツの習慣化を図るため
に、来年も「スポーツチャレンジデー」を実施に、来年も「スポーツチャレンジデー」を実施
すべきであると考えるが、今回の参加に対するすべきであると考えるが、今回の参加に対する
感想と次回の参加への決意は。感想と次回の参加への決意は。

答　多くの区民の皆様に協力していただいたが、
0.4％差で逆転負けを喫した。負けて引き下がる
江戸川区ではないという心意気を示すとともに、
区民の一体感や心意気を後の世代にも残して
いくために来年も挑戦したい。
問　3月に告示された新学習指導要領では、　3月に告示された新学習指導要領では、
社会に開かれた教育課程等の理念に基づき、社会に開かれた教育課程等の理念に基づき、
子どもたちの「生きる力」を育むため、主体子どもたちの「生きる力」を育むため、主体
的・対話的で深い学びの実現を図ることが的・対話的で深い学びの実現を図ることが
求められている。このような理念に対する考え求められている。このような理念に対する考え
と、理念の実現に向けた学校教育の進め方は。と、理念の実現に向けた学校教育の進め方は。
答　新学習指導要領に基づく教育を全校で適切
に展開し、子ども一人一人の未来社会を切り開く
資質・能力を伸ばしていく。また、教員の学習
指導要領の理解促進や教育課題実践推進校の
研究などを続け、主体的・対話的で深い学びの
さらなる推進をしていく。
問　本区の「全国学力・学習状況調査」の結果　本区の「全国学力・学習状況調査」の結果
は全国の平均正答率よりも下回っていた。このは全国の平均正答率よりも下回っていた。この
原因の一つに子どもたちの意欲が生まれない原因の一つに子どもたちの意欲が生まれない
授業があると考えられるが、各学校の授業に授業があると考えられるが、各学校の授業に
対する課題認識は。また、今後どのように授業対する課題認識は。また、今後どのように授業
の改善・充実を進めるのか。の改善・充実を進めるのか。
答　各小中学校で工夫した授業が展開されて
いるが、一部課題のあることは認識している。
「確かな学力向上プラン」に基づき、学校ごとに
各教科の詳しい指導方法を作成するとともに、
校長等と委員会を立ち上げ、学力向上の具体的
な目標について検討していく。

中央地域に新たな
賑わいの創造を！

問　公共施設の再配置と今後の整備について　公共施設の再配置と今後の整備について
①人口増加に伴い行政需要が拡大した昭和30①人口増加に伴い行政需要が拡大した昭和30
年と比較し、現在の生活スタイルや少子高齢年と比較し、現在の生活スタイルや少子高齢
化の進行、行政の役割などの変化についてどの化の進行、行政の役割などの変化についてどの
ような分析をしているか。また、統廃合や施設ような分析をしているか。また、統廃合や施設
の複合化等さまざまな方策の検討を。の複合化等さまざまな方策の検討を。
②施設運営の効率化を図ることで維持管理経費②施設運営の効率化を図ることで維持管理経費
を削減するなど、長期的な視点に立った財政を削減するなど、長期的な視点に立った財政
の平準化の取り組みを。の平準化の取り組みを。
答　①公共施設の再配置は本庁舎の移転や人口
構造の変化、さまざまな社会変化への対応、
財政的な問題など、幅広く議論していく必要が
あると考えている。
②すべての公共施設を現状通りに建替えた場合、
3000 億を超える費用が必要となるため、民間
との協力などを検討していく。
問　本庁舎跡地に中央地域の区民課機能や　本庁舎跡地に中央地域の区民課機能や
健康サポートセンターなどの機能集約を図ると健康サポートセンターなどの機能集約を図ると
ともに、グリーンパレス等の一部機能を複合ともに、グリーンパレス等の一部機能を複合
施設として一体化することで、新たな賑わいを施設として一体化することで、新たな賑わいを
創造することができると考えるが、庁舎移転後創造することができると考えるが、庁舎移転後
の跡地利用についての考えは。の跡地利用についての考えは。
答　庁舎跡地の活用は地元の要望を踏まえ、
賑わいのある複合施設建設に向けて幅広く議論
していく。
問　昭和63年に姉妹都市締結をしてから教育・　昭和63年に姉妹都市締結をしてから教育・
文化・産業など、幅広く交流を行ってきたゴス文化・産業など、幅広く交流を行ってきたゴス

フォード市が昨年 5月にワイオン市と合併し、フォード市が昨年 5月にワイオン市と合併し、
新たにセントラルコースト市となったが、今後新たにセントラルコースト市となったが、今後
の都市交流についての考えは。の都市交流についての考えは。
答　セントラルコースト市を訪問し、ゴスフォー
ド市の関係者からは関係の継続の要望を聞く
ことができたが、ワイオン市の関係者との協議
はこれから。9月の選挙で市長が選ばれてから
姉妹都市盟約の再締結にむけ、力強く取り組ん
でいく。
問　江戸川区男女共同参画推進計画について　江戸川区男女共同参画推進計画について
① 2007年に策定された「江戸川区男女共同① 2007年に策定された「江戸川区男女共同
参画推進計画」の成果や課題を踏まえ、今年参画推進計画」の成果や課題を踏まえ、今年
3月に策定された2017年からの「江戸川区男3月に策定された2017年からの「江戸川区男
女共同参画推進計画」で重視する点は。女共同参画推進計画」で重視する点は。
②男女共同参画の実現のために重要な人権教育②男女共同参画の実現のために重要な人権教育
や意識啓発の進め方は。や意識啓発の進め方は。
答　①区民会議での提言を踏まえ、ワークライフ
バランスの推進や性的マイノリティへの理解など、
今日的な課題に対する視点を加えて作成した。
今後はあらゆる世代で差別なく、男女問わず
互いに尊重できる社会に向け、区民・事業者・
関係機関と連携し推進していく。
②人権教育の全体計画と年間指導計画に基づき、
全小中学校で人権教育を行っている。教員に対
しては年に4回人権教育研修を実施しており、
今年度は女性を取り上げた研修を行い、男女
共同参画への正しい理解と子どもたちへの正しい
指導に努める。
問　文部科学省の「要保護の援助費補助要綱」　文部科学省の「要保護の援助費補助要綱」
の改正を踏まえ、本区においても要保護と同様、の改正を踏まえ、本区においても要保護と同様、
準要保護に対して新入学児童・生徒学用品費の準要保護に対して新入学児童・生徒学用品費の
小・中学校の入学前支給を。小・中学校の入学前支給を。

答　入学前支給の場合、前々年の収入で審査
認定するなどの課題があり、公平性の観点を
踏まえ、現状のやり方を続けていく。
問　平成 27年 4月の介護保険法の改正等に　平成 27年 4月の介護保険法の改正等に
よる熟年ふれあいセンター事業や熟年いきいきよる熟年ふれあいセンター事業や熟年いきいき
トレーニング事業の廃止について利用者へのトレーニング事業の廃止について利用者への
今後の周知やきめ細かい対応の進め方は。今後の周知やきめ細かい対応の進め方は。
答　ふれあい事業に代わる一人一人に合った
サービスを個別に紹介するとともに、事業を
委託している関係機関に対しても新たな介護
保険法の枠組みの中で事業継続の要望をして
いる。また、NPOやボランティア団体にも参加
いただけるように検討していく。

人口動態に応じた区政運営
と公共施設の老朽化対策

問　江戸川区の人口動態について　江戸川区の人口動態について
①本区の人口は 2030 年までに70万人を突破①本区の人口は 2030 年までに70万人を突破
し、それをピークに減少傾向になると推測されてし、それをピークに減少傾向になると推測されて
いる。今後の人口変動予測と人口動態に応じたいる。今後の人口変動予測と人口動態に応じた
区政運営に対する考えは。区政運営に対する考えは。
②本区の高齢化率は 20.8%で全国平均よりも②本区の高齢化率は 20.8%で全国平均よりも

自由民主党

島村　和成

スポーツチャレンジデーの継続

公明党

中道　たかし 新入学児童・生徒学用品費の
入学前支給　　　　　　　　

民進党

神尾　てるあき

区政への質問
　6月14日に代表質問、15日に一般質問が行われ、区政全般の課題について活発な
論議が展開されました。ここでは質問と答弁の要旨を掲載します。
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低く、0歳から14歳までの人口に占める割合低く、0歳から14歳までの人口に占める割合
は13.3%と全国平均より高いが、今後の人口は13.3%と全国平均より高いが、今後の人口
動態に関連し、少子化・高齢化への対応をどの動態に関連し、少子化・高齢化への対応をどの
ように進めていくのか。ように進めていくのか。
答　①本区の人口は平成42年の70万人をピーク
に減少し、少子高齢化も確実に進行していくと
考えている。総合戦略に基づき、子育てや高齢
者施策を進めていく。
②子育てしやすい環境づくりとともに、子ども
たちの成長支援を丁寧に進めていく。高齢者に
対しては地域包括ケアシステムの推進やリズム
運動などの元気施策を拡充していく。
問　ユニバーサルサービスの推進について　ユニバーサルサービスの推進について
①外国人のように言葉だけでは十分にコミュニ①外国人のように言葉だけでは十分にコミュニ
ケーションがとれない方への対応方法は。ケーションがとれない方への対応方法は。
②障がい者や難病患者などコミュニケーション②障がい者や難病患者などコミュニケーション
をとることが難しい方へ配慮したユニバーサルをとることが難しい方へ配慮したユニバーサル
サービスの積極的な取り組みを。サービスの積極的な取り組みを。

答　①これまでも外国語対応が可能な職員の
配置や多言語音声翻訳アプリの導入などを
行ってきた。今後も職員の語学力の向上など、
分かりやすく丁寧な窓口対応に努める。
②障害者差別解消法が目指す、障害のある方
もない方も相互理解を深め、共生する社会の
実現に向け、必要な環境整備を行っていく。
問　公共施設が抱える課題ついて　公共施設が抱える課題ついて
①区内公共施設の老朽化は大きな課題であり、①区内公共施設の老朽化は大きな課題であり、
施設の建替えと並行して本庁舎の移転や学校施設の建替えと並行して本庁舎の移転や学校
施設の改築計画を進めていく必要があるが、施設の改築計画を進めていく必要があるが、
区内の公共施設が抱える課題に対する認識は。区内の公共施設が抱える課題に対する認識は。
②建替え費用や人口動態を考慮した今後の公共②建替え費用や人口動態を考慮した今後の公共
施設のあり方についての考えは。施設のあり方についての考えは。
答　①さまざまな分野の課題について区民の
皆様や議会と協議していく。
②建替え費用の問題や民間との協力など、公
共施設のあり方について合理的な形を模索し、
魅力のある将来像を共有しながら探求すべき
課題であると考えている。

憲法9条守れ、国保料
引下げ、都営住宅増設

問　憲法9条の改定について　憲法9条の改定について
①首相の憲法 9条改定の表明は憲法 99 条の①首相の憲法 9条改定の表明は憲法 99 条の
憲法尊重擁護義務に違反する。区長は 99 条憲法尊重擁護義務に違反する。区長は 99 条
に基づき、9条を含む現行憲法を守る立場を。に基づき、9条を含む現行憲法を守る立場を。
②東京大空襲では本区でも多くの犠牲者を出し、②東京大空襲では本区でも多くの犠牲者を出し、
当時の記録等は平和への祈りとして区民に語り当時の記録等は平和への祈りとして区民に語り
継がれている。区民が受けた戦争被害の実相継がれている。区民が受けた戦争被害の実相
からも憲法9条の改定に明確に反対を。からも憲法9条の改定に明確に反対を。
答　①多くの議論を経て、国民の同意によって
結果が導き出されるものであり、どうするべき
かを申し上げることはできない。
②戦争は起きてはいけないと考えている。憲法
9条だけでなく、国際活動や同盟などによって
平和は維持されており、憲法9条の問題だけで
済まされる問題ではないと考えている。

問　国民健康保険の広域化について　国民健康保険の広域化について
①広域化による「納付金」や「標準保険料率」①広域化による「納付金」や「標準保険料率」
などの国民健康保険料に関する国への情報のなどの国民健康保険料に関する国への情報の
公開請求を。また、保険料の値上げの見通しは。公開請求を。また、保険料の値上げの見通しは。
②国民健康保険の国の負担割合を高めること②国民健康保険の国の負担割合を高めること
を求めるとともに、保険料抑制のための特別を求めるとともに、保険料抑制のための特別
区独自の公費繰入を。また、子どもの保険料区独自の公費繰入を。また、子どもの保険料
の減免制度の検討を。国保料を通じ、貧困をの減免制度の検討を。国保料を通じ、貧困を
把握し減免制度につながる行政を。把握し減免制度につながる行政を。
答　①国が新しく作成するガイドラインに基き
算定をするため、現段階では積算できないが、
新方式では保険料は上がると考えている。
②一般財源からの法定外繰入は今後も解消して
いくべきである。多子世帯等への支援は新制度
が決まった後に検討していく。
問　都営住宅が直面している問題について　都営住宅が直面している問題について
①高齢化により、自治会の構成や運営が困難な①高齢化により、自治会の構成や運営が困難な
状態に陥りつつある都営住宅自治会の実態調状態に陥りつつある都営住宅自治会の実態調
査の実施と新増設で若い世代の入居の要望を。査の実施と新増設で若い世代の入居の要望を。
②高齢者世帯の多い都営住宅への特別な見守②高齢者世帯の多い都営住宅への特別な見守
り体制の構築と福祉施設の増設を。り体制の構築と福祉施設の増設を。
答　①高齢化による都営住宅の問題は把握して
おり、さまざまな課題に対応していく。
②高齢化問題に等しく対応する。都営住宅のみ
を対象とした高齢者施策を行うことはできない。
地域包括ケアシステムの中で取り組んでいく。

区民の生命と財産を護る!
北朝鮮の脅威に毅然とした対応を!

問　北朝鮮の弾道ミサイル発射という状況を　北朝鮮の弾道ミサイル発射という状況を
どう受け止め、区民の安全確保のために必要どう受け止め、区民の安全確保のために必要
なことは何と考えるか。なことは何と考えるか。
答　弾道ミサイルを発射させないことが重要
であり、国際的にさまざまな対応がされている。
国民として対策を検討し、できることがあれば
行動していく必要がある。
問　日本の伝統工芸品を再生するため、国は　日本の伝統工芸品を再生するため、国は
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に
基づき、支援を進めてきたが、補助対象となる基づき、支援を進めてきたが、補助対象となる
ためには一定の条件がある。区としての伝統ためには一定の条件がある。区としての伝統
工芸品への支援方法と今後の展望は。工芸品への支援方法と今後の展望は。
答　国の産業振興支援は、地域産業として確立
している伝統工芸品への支援であるため、区
では法律に基づいた支援はできない。これまで
販路拡大等のさまざまな支援を実施してきて
おり、今後もさらなる支援拡充に努める。
問　未成年者へのスマートフォン普及率や使用　未成年者へのスマートフォン普及率や使用
時間の延伸は、寝不足や頭痛等の体調不良など時間の延伸は、寝不足や頭痛等の体調不良など
を引き起こし、学習面や健康面に悪影響を及ぼしを引き起こし、学習面や健康面に悪影響を及ぼし
ている。「スマートフォン依存症」は早期発見・ている。「スマートフォン依存症」は早期発見・
早期治療が重要であるが、区の対策は。また、早期治療が重要であるが、区の対策は。また、
都の「SNS東京ルール」を踏まえ、学校や家都の「SNS東京ルール」を踏まえ、学校や家
庭に対する取り組みの現状は。庭に対する取り組みの現状は。
答　全児童生徒が「江戸川っ子・家庭ルールづ
くり」に基づき、スマートフォンの適正利用等

のためのルールを作っている。今年度は毎学期
7日以上「江戸川区家庭ルール習慣」を実施し、
子どもたちへの定着を図っていく。

問　全国的に独り暮らし高齢者が増加しており、　全国的に独り暮らし高齢者が増加しており、
今後、高齢者の孤独死が増えることが考えられ今後、高齢者の孤独死が増えることが考えられ
る。町会・自治会と連携した見守り体制整備がる。町会・自治会と連携した見守り体制整備が
重要であるが、「身寄りのない高齢者の孤独死」重要であるが、「身寄りのない高齢者の孤独死」
への対応と支援方法は。への対応と支援方法は。
答　これまで民生児童委員やふれあい訪問員
等による個別訪問や緊急通報システム「マモル
くん」による見守りを行ってきた。今後も地域
と協力しながら見守り活動を充実させていくと
ともに、一人一人が望む最期を迎えられるよう
に寄り添っていく。

一般質問一般質問

防災観点から庁舎早期移転を
子どもの貧困対策の充実!

問　これまで庁舎移転や公共施設の老朽化に　これまで庁舎移転や公共施設の老朽化に
ついてさまざまな議論がされており、区の示したついてさまざまな議論がされており、区の示した
「公共施設が抱える課題と今後の検討の方向「公共施設が抱える課題と今後の検討の方向
性」では、施設の老朽化が大きな課題として性」では、施設の老朽化が大きな課題として
取り上げられた。また、本庁舎は災害時の防災取り上げられた。また、本庁舎は災害時の防災
拠点であるため、一刻も早い対応が求められて拠点であるため、一刻も早い対応が求められて
いるが、庁舎跡地の活用も含めた今後の区内いるが、庁舎跡地の活用も含めた今後の区内
公共施設の適正配置の進め方は。公共施設の適正配置の進め方は。
答　今年4月に公表した「公共施設の持つ課題
と今後の検討の方向性」では、地区ごとの課題
や方向性を示した。今後は庁舎の移転と並行し、
公共施設の老朽化への対応や学校統廃合など、
さまざまな形で地区ごとの課題を整理していく。
施設の需要等を踏まえ、議会や区民の皆様と
十分に議論を尽くしていく。
問　都市計画・まちづくりに関して　都市計画・まちづくりに関して
①都市計画事業決定間近の計画区域内であって①都市計画事業決定間近の計画区域内であって
も都市計画法の基準の範囲内であれば、新たも都市計画法の基準の範囲内であれば、新た
な建築物を建てることができるが、仮に事業化な建築物を建てることができるが、仮に事業化
決定目前の区域内に新たに建築物が建築される決定目前の区域内に新たに建築物が建築される
場合、事業進捗や完成を待ち望んでいる近隣場合、事業進捗や完成を待ち望んでいる近隣
住民が困惑するケースも考えられるため、情報住民が困惑するケースも考えられるため、情報
を事前に把握するなど、地域ネットワークのを事前に把握するなど、地域ネットワークの
強化が必要である。情報収集や関連部署との強化が必要である。情報収集や関連部署との
情報共有の進め方は。情報共有の進め方は。
②今年度中に事業認可の取得予定の都市計画②今年度中に事業認可の取得予定の都市計画
道路補助 288号線の上篠崎区間は本区の重要道路補助 288号線の上篠崎区間は本区の重要
な区内循環路線地区であるが、早期整備に向な区内循環路線地区であるが、早期整備に向
けた今後の事業の進め方は。けた今後の事業の進め方は。
答　①建築計画の情報を取得次第、建築時期
の調整や計画区域外での建築の相談、用地の
先行買収等を行っている。また、都市計画道
路事業の実施時期が近いことも周知している。
事業認可取得までの準備期間において、関係
部署と情報共有を行い、円滑な整備を進める。
②都市計画道路は交通の円滑化、利便性の向上

ユニバーサルサービスの推進

日本共産党

セバタ　勇

都営住宅が直面する問題

江戸川クラブ

中津川　まさあき

スマートフォン依存症への対応

自由民主党

大西　洋平
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に加え、防災面でも効果を発揮する。事業認可
取得後に関係権利者の意向を確認の上、早期
完成をめざし、事業を進めていく。
問　体育の授業でのタグラグビーの実施は、　体育の授業でのタグラグビーの実施は、
2019 年ラグビーワールドカップの日本開催に2019 年ラグビーワールドカップの日本開催に
向けた気運醸成に加え、実際に楕円球に触れ向けた気運醸成に加え、実際に楕円球に触れ
た子どもたちが、ラグビーを実際に見たときにた子どもたちが、ラグビーを実際に見たときに
感動等、得るものが何倍にも膨らむ大きい可能感動等、得るものが何倍にも膨らむ大きい可能
性がある。日本ラグビー協会と連携し、講師を性がある。日本ラグビー協会と連携し、講師を
派遣するなど、体育の授業でタグラグビーを実派遣するなど、体育の授業でタグラグビーを実
施し授業の充実を。施し授業の充実を。
答　タグラグビーはチームで作戦を考え、工夫
することからも大変意義があり、一部の小学校
で実施している。今後はラグビー協会と協議し、
タグラグビーを取り入れた授業の実施に向けて
検討をしていきたい。
問　子どもの貧困対策として、さまざまな支援　子どもの貧困対策として、さまざまな支援
が行われているが、朝食を食べたくても食べるが行われているが、朝食を食べたくても食べる
ことができない子どもたちへの具体的な支援ことができない子どもたちへの具体的な支援
方法は。また、子どもの貧困の連鎖を断ち切る方法は。また、子どもの貧困の連鎖を断ち切る
ための今後の取り組みは。ための今後の取り組みは。
答　子どもたちへの食の支援として、仕出し
弁当組合の協力による配食サービスや家庭の
台所に入り、子どもたちと一緒に買い物から
片付けまでを行うサービスを展開し、家庭や子
どもに寄り添った支援を行う。貧困の連鎖を
断ち切るために関係機関や地域と連携し、学習
支援や食の支援を実施していく。
問　現在区で行っている風疹予防接種経費の　現在区で行っている風疹予防接種経費の
助成は女性に対してのみ行われているが、男性助成は女性に対してのみ行われているが、男性
も風疹の抗体を持つことが予防にはより効果も風疹の抗体を持つことが予防にはより効果
的である。女性だけに負担を強いるのではなく、的である。女性だけに負担を強いるのではなく、
男性の意識啓発も含め、男性への風疹予防接種男性の意識啓発も含め、男性への風疹予防接種
助成制度の実施を。助成制度の実施を。
答　風疹が流行した平成 25年には緊急対策と
して男女ともに無料で予防接種を実施した。女
性に対する抗体検査や予防接種の費用一部助成
は継続して実施している。パートナーや周りの
人への予防の重要性を啓発していく。

小松川・平井地域の将来を
見据えた展望を!!

問　地域防災計画では、小中学校以外の公共　地域防災計画では、小中学校以外の公共
施設が「避難所補完施設」として指定され、施設が「避難所補完施設」として指定され、
避難所の管理体制整備として業務管理者や指定避難所の管理体制整備として業務管理者や指定
管理者との連携についても明記された。「避難管理者との連携についても明記された。「避難
所補完施設」の災害時の受入体制や運営訓練所補完施設」の災害時の受入体制や運営訓練
など、今後、業務管理者や指定管理者とどのなど、今後、業務管理者や指定管理者とどの
ように連携していくのか。ように連携していくのか。
答　避難所補完施設の指定管理者等は協定等
に基づき、災害時の対応を行う。また、実践
訓練を重ねながら実効性を高めていく。
問　東京都は 2020 年東京オリンピック・パラ　東京都は 2020 年東京オリンピック・パラ
リンピックを目指し、2019 年度までに動物のリンピックを目指し、2019 年度までに動物の
殺処分ゼロを目指す方針を打ち出した。本区に殺処分ゼロを目指す方針を打ち出した。本区に
おいても動物愛護の観点から「動物の殺処分おいても動物愛護の観点から「動物の殺処分
ゼロ」に向けた意識啓発を。ゼロ」に向けた意識啓発を。
答　さまざまな方法で動物愛護の精神を啓発
している。地域の協力のもと実施している
「飼い主のいない猫対策」が区内全域に広がる
ようボランティア等と協力し取り組んでいく。
問　本区では産後うつ対策として産後ケア事業　本区では産後うつ対策として産後ケア事業
や妊婦全数面接事業など、切れ目のない支援をや妊婦全数面接事業など、切れ目のない支援を

行っている。国の産後うつ予防のための健診費用行っている。国の産後うつ予防のための健診費用
助成開始を受け、本区においても産後うつ予防助成開始を受け、本区においても産後うつ予防
のための産婦健診導入を。のための産婦健診導入を。
答　妊婦全数面接や新生児訪問等の切れ目の
ない支援によりメンタル状況を把握し、必要に
応じて産後ケア事業などの支援をしている。
妊婦健診は事業を実施する中で必要性を見極め
ながら研究していく。
問　本区のひとり親家庭支援を含めた、子ども　本区のひとり親家庭支援を含めた、子ども
の成長支援についての成長支援について
①昨年度からなごみの家でも実施されている①昨年度からなごみの家でも実施されている
「子ども食堂」の区内の状況は。「子ども食堂」の区内の状況は。
②本当に支援が必要な子どもたちを支援する②本当に支援が必要な子どもたちを支援する
ための今後の成長支援の進め方は。ための今後の成長支援の進め方は。
答　①開催方法や実施内容はさまざまである
が、なごみの家のボランティアや町会・自治会
など多くの方の協力のもと、区内12ヵ所で子
ども食堂が実施されている。
②学習支援や居場所事業などを実施しており、
今後も地域等と協力し、子どもたちの健やか
な成長のための取り組みにまい進していく。
問　学習障がいの子ども達への今後の支援に　学習障がいの子ども達への今後の支援に
ついてついて
①特別支援教室の巡回支援教員には学習障がい①特別支援教室の巡回支援教員には学習障がい
についての知識や指導方法の向上が必要であるについての知識や指導方法の向上が必要である
が、今後の取り組みは。が、今後の取り組みは。
②全教職員の発達障害に対する理解促進や巡回②全教職員の発達障害に対する理解促進や巡回
支援教員と学校の連携体制の構築のための今後支援教員と学校の連携体制の構築のための今後
の取り組みは。の取り組みは。
③プライバシーに配慮した上で、発達障害児童③プライバシーに配慮した上で、発達障害児童
の事例などを共有し、支援の場で活用を。の事例などを共有し、支援の場で活用を。
答　①障害種別に応じた研修などを行い、教員
の専門性の向上を図っている。また、都が主催
する研修への積極的な参加を促している。
②平成28年度から特別支援教育講習会を実施
し、管理職等から全教員に対して伝達研修を
行っている。今後、教員を対象とした説明会を
実施し、巡回指導教員と各学校の教員の連携
について意識を高めていく。
③特別支援教育の研修会で実践事例を取り上げ、
教員同士が指導方法等について話し合う機会を
設けていく。また、教員が自主的に学ぶ研究会
においても、実践事例等を共有できる機会を
設けられるよう働きかけていく。
問　小松川・平井地域は再開発等でさまざまな　小松川・平井地域は再開発等でさまざまな
変貌を遂げてきた一方で、小松川区民館や小松変貌を遂げてきた一方で、小松川区民館や小松
川図書館などの老朽化が進む公共施設の建替え川図書館などの老朽化が進む公共施設の建替え
等の課題があるが、小松川・平井地域の公共等の課題があるが、小松川・平井地域の公共
施設の再配置を含めた今後の展望は。施設の再配置を含めた今後の展望は。
答　駅に近く非常に発展性のある土地柄であり、
議会や区民と良く議論し進めていく。

かかりつけ薬剤師の推進と
災害時の避難所運営

問　日頃から病気の予防に取り組み、軽度な　日頃から病気の予防に取り組み、軽度な
体調不良は自ら手当てを行う「セルフメディ体調不良は自ら手当てを行う「セルフメディ
ケーション」の推進のため、今年1月から対象ケーション」の推進のため、今年1月から対象
となる医薬品を購入した方への新たな税制度となる医薬品を購入した方への新たな税制度
が導入された。セルフメディケーションには、が導入された。セルフメディケーションには、
毎日の健康管理の習慣や医療・薬の知識が身毎日の健康管理の習慣や医療・薬の知識が身
につくことや国民医療費の抑制などの効果がにつくことや国民医療費の抑制などの効果が
ある。一方で薬による副作用が生じた場合のある。一方で薬による副作用が生じた場合の
対応や相談体制の整備が必要であることから、対応や相談体制の整備が必要であることから、

薬剤師による区民の健康相談窓口の周知や薬剤師による区民の健康相談窓口の周知や
かかりつけ薬剤師の推進を。かかりつけ薬剤師の推進を。
答　かかりつけ薬剤師は薬の服用等について、
随時相談できるなど、在宅療養のために重要
な制度であり、さまざまな形で啓発活動を行っ
ている。今後も薬剤師会や医師会、歯科医師会
と連携し普及啓発に努める。
問　災害時の避難所運営について　災害時の避難所運営について
①避難所生活での健全な精神を維持するため①避難所生活での健全な精神を維持するため
に仕切りや収納スペースを整備し、発達障害・に仕切りや収納スペースを整備し、発達障害・
精神障害の方に配慮したプライバシーの確保を。精神障害の方に配慮したプライバシーの確保を。
②避難生活では精神的な悩みや不安を抱える②避難生活では精神的な悩みや不安を抱える
人も多く、自殺やうつ病といった二次災害が人も多く、自殺やうつ病といった二次災害が
発生することもある。避難所生活におけるメン発生することもある。避難所生活におけるメン
タルケアについての考えは。タルケアについての考えは。
③食物アレルギー対応が必要な方が一目で③食物アレルギー対応が必要な方が一目で
わかるような工夫や配慮に対する共通認識など、わかるような工夫や配慮に対する共通認識など、
避難所におけるアレルギー対応の考えは。避難所におけるアレルギー対応の考えは。
答　①プライバシー管理は避難所の環境を確保
するうえで重要であり、障害者だけでなく、女性
の問題等からもプライバシー確保に意を用いて
いく。他と分離するスペースを作りプライバシー
に配慮した環境整備を進めていく。
②関連死等の二次災害を防ぐため、関係機関
や他自治体との積極的な連携などで避難者を
孤立させないようなメンタルケアを心がけて
いく。
③食物アレルギーは、本人や保護者の責任に
おいて対処が必要である。区としては避難者
名簿を作成し、避難所全体を把握する体制づくり
に取り組んでおり、今後はアレルギー対応が必要
な人が一目でわかるような工夫をするなど、
課題に取り組んでいく。

介護保険の充実、教育費の軽減、
教職員の増員を

問　介護保険制度、高齢者施策について　介護保険制度、高齢者施策について
①介護保険制度改定によるサービス抑制や高齢①介護保険制度改定によるサービス抑制や高齢
者負担増加についての考えは。者負担増加についての考えは。
②熟年ふれあいセンター等の事業廃止後も利用②熟年ふれあいセンター等の事業廃止後も利用
者が引き続き、さまざまな活動に参加できる者が引き続き、さまざまな活動に参加できる
ような受け皿を。また、利用料設定の考えと、ような受け皿を。また、利用料設定の考えと、
新事業の担い手や質の確保の具体策は。新事業の担い手や質の確保の具体策は。
答　①持続可能性の確保という制度改正の趣旨
に沿って、本区の介護保険事業を構築する。
② NPOやボランティア等が主体となり、さま
ざまなサービスを提供し、地域全体で介護保険
制度を支える。利用料はサービス費の1割負担
である。研修等を実施し質を確保する。
問　教育行政について　教育行政について
①予算を確保し教育費の無償化を。就学援助①予算を確保し教育費の無償化を。就学援助
入学学用品費の前倒し支給と金額の増額を。入学学用品費の前倒し支給と金額の増額を。
②教員の勤務時間や労働環境等の実態調査を。②教員の勤務時間や労働環境等の実態調査を。
③部活動のあり方と指導員配置の検討を。③部活動のあり方と指導員配置の検討を。
④区の独自予算で学校図書館司書の全校配置④区の独自予算で学校図書館司書の全校配置
やスクールソーシャルワーカーの増員を。やスクールソーシャルワーカーの増員を。
⑤情緒障害等通級指導学級の特別支援教室へ⑤情緒障害等通級指導学級の特別支援教室へ
の移行にあたり、巡回指導の検証結果と課題は。の移行にあたり、巡回指導の検証結果と課題は。
また、小人数指導についての保護者への説明また、小人数指導についての保護者への説明
と通級学級で使われていた設備の活用を。と通級学級で使われていた設備の活用を。
⑥特別支援教室への教員加配について、都へ⑥特別支援教室への教員加配について、都へ
の要望の継続と区費での講師配置を。の要望の継続と区費での講師配置を。
答　①教育費の無償化は国が決めることである。

公明党

太田　きみひろ

民進党

小野塚　あやか

日本共産党

大橋　みえ子
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就学援助に関する文科省の通知は、要保護へ
の支給であり、すでに実施している。
②都が実施予定の調査結果を注視していく。
③国・都が部活動のあり方についてガイドライン
を策定する予定。それを待って対応する。
④費用対効果や課題の検証が必要であり、その
結果を踏まえた上で、検討していく。
⑤参加児童数の増加等の効果があった。指導
教員の育成に必要な研修等を実施していく。
また保護者全体へは新システムの説明の中で小
人数指導について話をする。特別支援教室は
エンカレッジルームを活用していく。
⑥都への要望や区独自での配置予定はない。
問　小中学生へのスポーツの場や機会の提供　小中学生へのスポーツの場や機会の提供
について区の取り組みは。について区の取り組みは。
答　野球場やサッカー場の数は都内で最も多い。
関係団体と連携し、環境整備に努める。

生命と財産を守るスーパー
堤防事業の早期完成を!

問　これまで日本では、公共事業は無駄である、　これまで日本では、公共事業は無駄である、
財政悪化を招くといった根拠や証明のない公共財政悪化を招くといった根拠や証明のない公共
事業不要論が長らく叫ばれてきた。スーパー事業不要論が長らく叫ばれてきた。スーパー
堤防事業は民主党政権時に「200 年に一度の堤防事業は民主党政権時に「200 年に一度の
水害に備えるために、400年かけて堤防を作る水害に備えるために、400年かけて堤防を作る
意味はない」との理由で事業が廃止されたが、意味はない」との理由で事業が廃止されたが、
武田信玄が山梨県内に築いた「信玄堤」など武田信玄が山梨県内に築いた「信玄堤」など
は現在でも機能を果たしている。スーパー堤防は現在でも機能を果たしている。スーパー堤防
事業は税金の無駄遣いで必要悪との声がある事業は税金の無駄遣いで必要悪との声がある
中、事業をどのように推進していくのか。また、中、事業をどのように推進していくのか。また、

公共事業は時に地域に紛争をもたらし、地域公共事業は時に地域に紛争をもたらし、地域
コミュニティが分断されることがある。このコミュニティが分断されることがある。この
ような地域コミュニティの分断を回避するためような地域コミュニティの分断を回避するため
には住民間の対話や未来ある地域ビジョンのには住民間の対話や未来ある地域ビジョンの
共有が必要である。現在、上篠崎一丁目北部共有が必要である。現在、上篠崎一丁目北部
土地区画整理事業において、スーパー堤防事業土地区画整理事業において、スーパー堤防事業
の推進派と反対派で地域が二分しているが、の推進派と反対派で地域が二分しているが、
両者ともに地域に対する強い思いと情熱を両者ともに地域に対する強い思いと情熱を
持っている。結論を急がず、推進派と反対派持っている。結論を急がず、推進派と反対派
が協議を重ねることで、上篠崎地区の未来のが協議を重ねることで、上篠崎地区の未来の
地域ビジョンを描くことができると考えるが、地域ビジョンを描くことができると考えるが、
スーパー堤防事業に対する区長の覚悟と100スーパー堤防事業に対する区長の覚悟と100
年 200年後の子や孫へのメッセージは。年 200年後の子や孫へのメッセージは。
答　徳川家康が銚子方面に利根川の放水路を
開削してから 400 年が経過した。また、都心
を守るために行われた荒川の放水路事業から
約100 年が経過した。この2つの河川は東京
を守ってきた。このように治水事業は将来を見
据えた積み重ねにより、安全を守っていくもの
であり、水害に弱い本区にとってスーパー堤防
は欠かすことができないものであると考えて
いる。治水対策は一朝一夕でできるものでは
ないが、将来の人々のために今できることを
続けていくことが、一番大切であるという覚悟
を持ち、事業を進めていく。

配慮を要する子どもの
幼稚園受け入れと新川沿川整備

問　幼稚園での配慮を要する子どもの受入れ　幼稚園での配慮を要する子どもの受入れ
①等しく幼児教育を保障するために専門家を①等しく幼児教育を保障するために専門家を
含めた就園検討委員会の設置を。含めた就園検討委員会の設置を。
②今年船堀幼稚園には15人の配慮を要する子②今年船堀幼稚園には15人の配慮を要する子
どもが入園。障害者差別解消法の合理的配慮どもが入園。障害者差別解消法の合理的配慮
の観点からも補助教員・介助員の配置を。の観点からも補助教員・介助員の配置を。
③私立幼稚園にも積極的な受入を求めるべき。③私立幼稚園にも積極的な受入を求めるべき。
答　①面接時に聞き取り、必要に応じ関係機関
と連携しているため、今の方法を続ける。
②必要なケースの場合、園と相談し対応する。
③発達障害相談センターと連携し、教職員へ
の支援力向上など、意欲的に取り組んでいる。
問　新川沿川整備について　新川沿川整備について
①下水の流量に関して事前に行うべき協議が①下水の流量に関して事前に行うべき協議が
なされないまま実施された結果、下水管に負荷なされないまま実施された結果、下水管に負荷
がかかっている。手続きも、住民への浸水のがかかっている。手続きも、住民への浸水の
危険性の説明もなく問題。新川橋から東水門危険性の説明もなく問題。新川橋から東水門
までの整備を当初の設計から変更した理由は。までの整備を当初の設計から変更した理由は。
②下水管に流れ込む水量が増加することに②下水管に流れ込む水量が増加することに
ついて都と協議した上で、工事を行ったのか。ついて都と協議した上で、工事を行ったのか。
③新川遊歩道は内水氾濫を誘発する可能性が③新川遊歩道は内水氾濫を誘発する可能性が
あるが、どのような認識で事業を進めたのか。あるが、どのような認識で事業を進めたのか。
答　①地域住民との協議の上、安全性や景観
等を総合的に判断し、石積みの高さを下げた。
②現在、下水道局と協議している。
③内水氾濫の可能性を高める認識はない。

江戸川クラブ

岩田　まさかず

生活者ネットワーク

本西　みつえ

江戸川区議会 検索検索

● 区議会を傍聴してみませんか ●

区議会インターネット中継

　本会議及び委員会を傍聴することができます。
　傍聴は、次の時間より江戸川区役所西棟3階の区議会事務局で
先着順に受付をします。

　○本　　　会　　　議：開会日当日の正午以降
　○午前開催の委員会：開会日当日の午前8時30分以降
　○午後開催の委員会：開会日当日の正午以降

　なお、定員がありますので詳しくはお問い合わせください。
　また、車いす等により、議場の傍聴席に入室が困難な方は、
第5委員会室で映像による傍聴ができます。

　区議会ホームページでは、定例会や臨時会、予算・決算特別

委員会の映像を公開しています。過去の本会議等の録画中継は

もちろんのこと本会議等開催日にはライブ中継もご覧いただけ

ます。

　また、平成27年第1回臨時会からは、より多くの方にご覧い

ただけるよう手話通訳の映像を合成して配信をしております。

問い合わせ：江戸川区議会事務局　庶務係　電話 5662-5556
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各種委員会の構成

委員会名

常任委員会
議会運営
委員会

（定数15名）

特別委員会

総務

（定数9名）

生活振興環境

（定数9名）

福祉健康

（定数9名）

文教

（定数9名）

建設

（定数8名）

行財政改革

（定数12名）

災害対策・
街づくり推進
（定数12名）

熟年者支援

（定数12名）

子育て・
教育力向上
（定数12名）

所管事項

経営企画部、

危機管理室、

総務部、

選挙管理委員会、

監査委員

に関する事項及び

他の委員会に属し

ない事項

環境部、

生活振興部、

農業委員会

に関する事項

福祉部、

子ども家庭部、

健康部

に関する事項

文化共育部、

教育委員会

に関する事項

都市開発部、

土木部

に関する事項

⑴議会の運営に関

　する事項

⑵議会の会議規則、

　委員会に関する

　条例等に関する

　事項

⑶議長の諮問に関

　する事項

⑴区の行財政改革

に関する事項

⑵都区制度に関す

る事項

⑶構造改革特区制

度に関する事項

⑷ICT化に関する

事項

⑸公共施設のあり

方に関する事項

⑴大規模災害対策に関

する事項

⑵木造密集地域解消に

関する事項

⑶土地区画整理事業、

再開発事業及び都市

計画道路の整備促進

に関する事項

⑷スーパー堤防の整備

促進に関する事項

⑸区内交通体系に関す

る事項

⑹南北交通の整備に関

する事項

⑴健康の維持増進

に関する事項

⑵生きがいの場充

実に関する事項

⑶介護支援の充実

に関する事項

⑴子育て力向上に

関する事項

⑵健全育成に関す

る事項

⑶学力向上に関す

る事項

⑷学校施設改築・

学校再編に関す

る事項

⑸児童虐待防止に

関する事項

委員長 島村和成 川瀬やすのり 中道たかし 渡部正明 はやかわ和江 田中寿一 田中じゅん子 えぞえ亮一 うざわ悦子 中山たかひと

副委員長 くぼた龍一 大西洋平 野﨑まこと 太田きみひろ 堀江そういち 竹内すすむ 笹本ひさし 栗原ゆたか セバタ勇 須田哲二

委員

栗原ゆたか 伊藤ひとみ 小野塚あやか 中津川まさあき 岩田まさかず 笹本ひさし 小野塚あやか 小野塚あやか 中津川まさあき 岩田まさかず

笹本ひさし 斉藤まさたか 本西みつえ 神尾てるあき 牧野けんじ 金井しげる 神尾てるあき 本西みつえ 野﨑まこと 本西みつえ

金井しげる 須田哲二 ます秀行 大橋みえ子 竹平ちはる 所たかひろ 伊藤ひとみ ます秀行 金井しげる 野﨑まこと

所たかひろ 中里省三 佐々木ゆういち 福本みつひろ 中山たかひと 中山たかひと 栗原ゆたか 佐々木ゆういち 竹平ちはる 牧野けんじ

田中寿一 関根まみ子 伊藤てる子 ふじさわ進一 えぞえ亮一 大西洋平 所たかひろ くぼた龍一 大西洋平 佐々木ゆういち

セバタ勇 うざわ悦子 小俣のり子 須賀清次 高木ひでたか 大橋みえ子 大橋みえ子 中道たかし 斉藤まさたか 竹平ちはる

竹内すすむ 須賀精二 田島すすむ 田中じゅん子 えぞえ亮一 田中寿一 高木ひでたか 堀江そういち 太田きみひろ

堀江そういち 福本みつひろ 小俣のり子 関根まみ子 中里省三

中道たかし 川瀬やすのり 須賀精二 須賀清次 竹内すすむ

小俣のり子 田島すすむ 渡部正明 はやかわ和江 島村和成

うざわ悦子

はやかわ和江

島村和成

議長…ふじさわ進一　　　副議長…伊藤てる子

議会選出監査委員　　斉藤まさたか　関根まみ子

平成29年第3回定例会開催予定

※　本会議は午後1時、各委員会は午前10時開会予定です。

※　傍聴の受付は、本会議は開会日当日の正午以降、各委員会は開会日
当日の午前8時30分以降に区役所西棟3階の区議会事務局で先着順
に受付しています。なお、定員がありますので詳しくは区議会事務局
までお問い合わせください。

9月 21日（木）…本会議（議案上程、委員会付託）

25日（月）…本会議（一般質問）

26日（火）…本会議（一般質問）

28・29日

10月 2・3・5・6・10・12日　　
決算審査

13日（金）…常任委員会（議案審査）

16日（月）…各常任委員会（請願 ･陳情等の審査）

24日（火）…本会議（委員会報告及び表決）

｝

議員から提出され議決された議案
○東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙に
おける候補者の推薦について
　東京都後期高齢者医療広域連合規約第8条第1項の規定に
基づき、東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙の候補
者にふじさわ進一議員を推薦する。

第1回臨時会の概要
　平成29年第1回臨時会が5月26日に開かれました。
　この議会では、新議長・副議長の選出のほか、任期満了に伴う常
任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任と、辞任による特別
委員会委員の選任も行われました。また、議会選出の監査委員の
選任に同意し、新監査委員に斉藤まさたか議員、関根まみ子議員
が就任しました。
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西小岩2－17－1－603
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区議会だより
編集委員会

（◎委員長　○副委員長）

◎田中　寿一　　
○竹内　すすむ
　笹本　ひさし
　えぞえ　亮一
　小俣　のり子
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江戸川区議会事務局　☎5662-6736（ダイヤルイン）

「声の区議会だより」「声の区議会だより」をを
ご利用くださいご利用ください

　目の不自由な方に、本誌のテープ

版を発行しています。

　ご希望の方は、

区議会事務局まで

お申し込み

ください。


