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江東区議会公明党 夏季号
2017

本区ではバス停留所のベンチ設置のご要望が多
く、区議会公明党もベンチ設置を強力に推進して
きました。現在、江東区内のバス停留所は495箇
所。そのうち225箇所にベンチが設置され、設置割
合は45.6％。都営バス全体では3,813箇所中985箇
所で25.8%と、江東区におけるベンチ設置数がぐ
んを抜いているのがわかります。

自転車交通量の増加に伴い、利用者のマナーの改
善や通行空間の整備を求める声が本区にも多く寄
せられています。そこで昨年３月、区は「江東区自転
車利用環境推進方針」を策定し、平成28年度からお
おむね５年間にわたり推進中です。
ポイントは3つ。「まもる（ルール・マナー）」「はしる
（通行環境）」「とめる（駐車環境）」の3つの視点か
ら、秩序ある安全で快適な自転車利用環境の構築
を進めています。実は自転車は「車道通行が原則
で、歩道通行は例外」なのです。そこで区では自転
車通行空間の整備として、車道混在の道路及び専
用通行帯を中心に「自転車ナビマーク＋矢羽根（写
真参照）」を道路上に明示。自転車利用者が安全に
通行できるよう整備を進めています。

自転車は「車道通行が原則で、歩道通行は例外」なのをご存知ですか？

自転車を安全快適に利用できるまちを目指しています

区内バス停留所におけるベンチ設置割合は45.6%（都営バスエリアで最多）

バス停留所のベンチ設置を推進しています

江東区議会公明党は、ネットワーク政党ならではの強みを生かし
区、都、国が連携して、皆様の安全・安心・快適な暮らしを実現してまいります。

公明党は皆様の声にお応えしています

一般質問より（要旨）
平成29年 第2 回定例会

髙村きよみ
副幹事長・企画総務副委員長
清掃港湾臨海部対策委員

たかむら

区民相談、法律相談はお気軽に…江東区役所3階 江東区議会公明党相談室にて実施 
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法律相談は毎月、第2・4金曜日を基本に、当日受付順にて、午後2時より実施しています。

無　法　相
料　律　談

区民相談は☎3647-9111（内線3541～3）
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
8・22 13・27 10・24 8 12・26 9・23 9・23

区民相談、法律相談
区民相談は☎

本区では、保育園を開設しても

開設しても需要は増えていくば

かりですが、計画の見直しも含

め、今後どのように対応していく

のか質問しました。

区長からは、平成34年4月の開

所に向け、千人の定員増を確実

に確保するとともに、待機児童

の九割を占める０歳児から２歳

児の解消に向けた戦略的な施

策について検討してまいります

との答弁がありました。

低所得世帯の子どもほど、朝食

を取らない割合が高く、他の自

治体でも給食無償化の必要性が

論議されております。学校給食は

健康な心と体を作るためにも無

償化は必要ではと質問しました。

教育委員会事務局次長からは、

受益者負担の原則に則り、現時

点では学校給食費を無償化す

ることは考えておりませんが、国

や他自治体の動向を注視してま

いりますとの答弁がありました。

昨年度、保育園9園開所、今後5年で千人の定員増へ！

学校給食無償化への取り組みを要請！

▲北砂四丁目バス停留所に設置されているベンチ
※平成28年３月３１日現在

▲車道混在の整備例（自転車ナビマーク＋矢羽根表示）

▲再開発により利便性も増した西大島エリア

　

西大島地域では再開発を契機

に、まちの将来像について検討

が進められますが、区では今

後、まちづくりの住民組織の設

立をどのように後押ししていく

のか質問しました。

地域振興部長からは、住民組織

の設立に際しては、北砂三、四、

五丁目地区や西大島地域で

培ったノウハウや人材を活かす

形で検討を進めてまいりますと

の答弁がありました。

まちづくりを推進する住民組織設立をサポートへ！まちづくりを推進する

◆上記以外の一般質問
❶保育について
  ・待機児童対策について
  ・保育士の確保・処遇改善について
  ・保育の質の向上について、他

❷教育について
  ・特別支援教室について
  ・拠点校での巡回指導のについて
  ・中学校への特別支援教室の導入
　について、他

❸協働による地域コミュニティの
　活性化について
  ・協働事業提案制度の在り方について
  ・町会・自治会との相互協力の仕組み
　づくりについて、他

▲江東亀戸サテライト グローバルキッズ竪川園（本園）の外観

※

【左上】 ダイエーなど駅前施設
【   上  】 江東区総合区民センター
【   左  】 都税事務所・保険相談所



豊洲ぐるり公園の全面開園を推進！

新入学児童生徒（準要保護児童生徒）学用品費の支給を推進！

障害者・高齢者へのきめ細やかなサービスを推進！

代表質問より（要旨） 一般質問より（要旨）
平成29年 第2 回定例会 平成29年 第2 回定例会

◆上記以外の代表質問
❶豊洲市場について
  ・土壌汚染の風評被害の対応について
  ・デジタルでの大気汚染物質の表示に
　ついて
  ・豊洲市場の見学会開催について

安心して在宅医療ができるよう周知と推進を！

在宅確保要配慮者に対する更なる取り組みを！

◆上記以外の一般質問

全長4.8ｋｍにも及ぶ豊洲ぐるり

公園の開園を望む声は多くあり

ます。少しでも早い段階での全

面開園を東京都に求めて行くべ

きと要望しました。

区長からは、都と協議がまとま

り、部分開園に向けて、本定例

会において関連する条例案を提

出（その後７月７日、部分開園が

実現）。今後も、豊洲市場問題に

関する都の動向を注視しつつ、

一日も早く全面開園できるよう

都に働きかけてまいりますとの

答弁がありました。

地域包括ケアシステムを活用

し、安心して在宅での療養生活

が送れるよう、医師と介護の連

携と、その体制づくりが重要で

す。特に、在宅療養のスタート地

点である退院支援の現状と取り

組みについて質問しました。

区長からは、退院後も相談と支

援を行う退院調整看護師や

MSW等が配置されており、ス

ムーズな退院支援ができるよう

実習研修を実施中。今年度はさ

らに職種を拡大して実施すると

の答弁がありました。

高齢者や障害者、また子育て世

帯の方々が、家の住み替え等に

苦慮しています。空き家も視野

に入れていくべきと考えます。本

区でのこれまでの取り組みと今

年度からの新たな取り組みにつ

いて質問しました。

都市整備部長からは、高齢者を対

象に公営住宅への入居支援や民

間賃貸のあっせん事業を推進中

ですが、従来の高齢者だけでな

く、ひとり親や障害者も対象とし

てお部屋探しの支援を拡充をして

まいりますとの答弁がありました。

児童と大型車による事故防止の

ために、大人が子どもの視野が狭

いことを意識付けられる幼児の

視野体験メガネ「チャイルドビジョ

ン」の活用を提案しました。さら

に、買い物など短時間駐輪の無料

スペースの整備も要望しました。

土木部長からは、チャイルドビジョ

ンはドライバーの意識付けの面で

効果が見込めるため検討してい

く。また、民地を活用した自転車

駐輪場の設置に補助金を支給し、

一時利用も含め駐輪場所の確保

に努めるとの答弁がありました。

文部省からの通達に合わせ、新

入学児童生徒の学用品費の入学

前支給に対応するための予算措

置、システムの変更、要綱等改

正について、本区も平成30年度

からの実施をふまえ、早急に準

備を進めるよう要望しました。

教育長からは、支給時期の見直

しについては、教育委員会とし

て解決すべき課題と認識してお

り、今後は先行自治体の事例を

参考に、予算措置やシステム改

修なども踏まえ検討してまいり

ますとの答弁がありました。

読み書きが困難な方への支援と

して、職員が読み書きサービス

の講習会に参加し、障害者だけ

ではなく、高齢者への対応を充

実していくべきと要望しました。

区長からは、職員に対する読み

書き支援の講習会については、

他自治体における先進事例の

研究を通して、本区での活用を

検討。今後も、障害者や高齢者

など支援が必要な方々に対し、

きめ細やかで適切な窓口対応

ができるよう取り組んでまいり

ますとの答弁がありました。

交通安全対策と駐輪環境の整備を！

  ・豊洲移転に伴う地下鉄８号線について
  ・中央防波堤埋め立て地の帰属問題
　について
❷教育関連について
  ・幼児教育の無償化の本区の対応に
　ついて。

❶地域包括ケアシステムの構築について
  ・長寿サポートセンターの地域づくりついて
  ・現状と課題及び、今後の展開について
  ・栄養と口腔機能改善の取り組みに
　ついて

  

  ・退院支援の取り組みについて
❷安心できる住環境づくりについて
  ・空き家対策の取り組みについて
  ・老朽家屋の取り組みについて
  ・住宅セーフティネット制度について
  ・居住支援協議会の取り組みについて

❸自転車を安全快適に利用できるまち
　江東について
  ・自転車通行環境について
  ・交通安全教室の内容充実について
  ・自転車の安全利用への支援について
  ・機械式駐輪場の導入について、他

在宅確

障害者・高齢者へのきめ細やかなサービスを推進！

▲7月7日、部分開園された豊洲ぐるり公園の風景

▲読み書きサービスとして住民票などの請求にも対応

▲部屋探し支援が高齢者以外にも拡充される見込みとなった

石川 邦夫
くにお

副幹事長・文教委員長
オリンピック・パラリンピック推進委員

関根 ともこ
医療介護保険制度委員長

文教委員

せきね

※MSW：医療ソーシャルワーカー

※

❸福祉について
  ・地域包括支援センターの課題等について
  ・高齢者や障害者への権利擁護について
  ・障害者支援の今後の対応について
 

在宅確在宅確

▲部屋探し支援が高齢者以外にも拡充される見込みとなった

▲読み書きサービスとして住民票などの請求にも対応

おとな150度

こども90度

チャイルド
ビジョン

水平方向
の視野


