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江東区議会公明党

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

水害時の避難行動、マイ・タイムラインの取り組みを推進！

亀戸・有明地区にも子ども家庭支援センター開設へ！

代表質問より（要旨） 一般質問より（要旨）一般質問より（要旨）
平成30年 第3 回定例会 平成30年 第3 回定例会平成30年 第3 回定例会

◆上記以外の代表質問
❶財政運営について
   ・平成29年度決算の評価について
   ・平成31年度当初予算編成について、他
❷防災対策について
   ・大規模水害への取組みについて

障害のある方も、芸術文化活動に参加しやすい環境へ!

成年後見制度を適切に利用できる環境改善を推進!

◆上記以外の一般質問
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）

江東５区では、大規模水害時の「広
域避難計画」が公表され、水害時
には広域避難の呼びかけや勧告を
行うことを決めています。その際、
わかりやすい防災情報の周知と水
害時の行動を考えるきっかけとし
て、マイ・タイムラインの取り組み
を進めるべきではと質問しました。

総務部長からは、マイ・タイムライ
ンは緊急時の行動を明確化する効
果は高いと考えております。しか
し、想定外の事態発生時には個人
が判断を誤る危険性も内包するこ
とから、導入にあたっては十分な検
証が必要で、検討課題とさせてい
ただきますとの答弁がありました。

江東区文化プログラム基本指針の
中には、「誰もが芸術文化活動に参
加しやすい環境整備」があります。
障害のある方が、より芸術文化に
気軽に親しむ機会の拡大や芸術文
化活動への参加促進が求められて
いますが、本区の考え方及び今後
の取り組みについて質問しました。

地域振興部長からは、今年度は新たに
手話解説付きの映画上映に取り組ん
でおります。職員提案制度で最優秀賞
を獲得した「kotoパラリンピックアート
計画」を文化プログラムのひとつとして
取り入れるなど、更に芸術文化活動に
参加しやすい環境整備に努めてまいり
ますとの答弁がありました。

成年後見制度は、認知症高齢者だけ
ではなく、知的障害者や精神障害者
にも必要な制度です。この制度が適
切に利用されるよう、本区では相談
体制の充実や関係機関との連携強化
等に計画的に取り組んでいくとの事
ですが、本区における検討状況と今
後の見込みについて質問しました。

福祉部長からは、現在、総合的な相談
支援体制づくりに向けた中核機関の
設置や地域連携ネットワークの構築
を目的とした協議会の設置等につい
て検討中で、今後さらなる情報収集に
努め、必要な方が成年後見制度を適
正に利用できるよう環境整備を図っ
てまいりますとの答弁がありました。

区民が老朽化した分譲マンション
を建替えするにあたり、解決すべき
課題はどのようなものが想定され
るのか。また、区民が老朽化した分
譲マンションを円滑に建替えるた
めに、区としてどのような支援がで
きるかについて質問しました。
区長からは、本区では都の制度を

活用して、マンション管理士や建
築士をマンション管理組合に派遣
し、建替えのアドバイス等を行って
おります。今後も、都や関係団体と
連携しながら、管理組合からの建
替え等の相談に対する支援の充実
に取り組んでまいりますとの答弁
がありました。

本年度から、SOSの出し方教育が
スタートしました。一人で悩まずに
誰かに悩みを打ち明けられるよ
う、SNSを活用した相談体制の整
備や東京都などが実施している相
談先のカードなど、いざというとき
に身近に相談ができるような工夫
をするべきではと質問しました。

教育長からは、SNSによるコミュニ
ケーションが一般化しつつある状
況を踏まえ、区といたしましては、
都のLINE相談を周知するほか、
SNSによる相談も視野に入れたワ
ンストップ型の相談窓口の設置に
ついて検討してまいりますとの答
弁がありました。

区民相談、法律相談
区民相談は☎

公明党による防災・減災の100万
人アンケート調査結果では、力を入
れてほしい防災行政のトップが「避
難所における安全対策・防犯対策」
でした。そこでまず、避難所の機能
強化について質問しました。
総務部長からは、学校トイレの洋

式化は、現在、小・中学校全体で
69％、だれでもトイレは57％、校舎
昇降口への段差解消のスロープは
61％と、いずれも改善を図っており
ます。なお、体育館の冷暖房機器の
設置については、現在検討を進め
ておりますとの答弁がありました。

子育てについてのアンケート調査で
は、「相談できる相手が身近にいな
い」との回答が寄せられました。そこ
で、悩んだらそこに行くとワンストッ
プで、全庁含んだ担当部署を示して
いただけるような、よろず相談ので
きる窓口の設置を要望しました。

区長からは、今までは子育て世代包
括支援センターとして保護者の相
談に対応してきましたが、きめ細か
な相談対応という観点から、今後は
ご提案のような「よろず相談窓口」
の設置の可能性について、検討して
まいりますとの答弁がありました。

小・中学校を、避難所としての機能強化へ！

親子に寄り添った子育て支援の拡充を！！

児童虐待の相談先でもある子ども
家庭支援センターの整備について
本年の第2回定例会での我が会派
の質問に対して、未整備地区であ
る亀戸と有明では子ども家庭支援
センターを整備するために大規模
開発の機会を捉えて整備を進める
との答弁があり、その後の状況に

ついて質問しました。
区長からは、亀戸地区においてはサ
ンストリート跡地での整備がまとま
り、現在詳細を協議中。有明地区で
は有明北地区３の１Ｂ街区の商業棟
の１階部分を整備する方向で、平成
32年度に開設できるよう現在作業を
進めていますとの答弁がありました。

   ・災害時のトイレ対策について
   ・家庭での防災意識向上について
❸教育施策について
   ・不登校対策の充実について
   ・通学における荷物の軽減等について
   ・ネット依存への対応について、他

❶文化プログラムについて
  ・伝統文化・工芸のPRについて
  ・Tokyo Tokyo FESTIVALとの連携等について
  ・江東区文化プログラムの位置づけと
　その進捗状況について、他

  

❷少子高齢化ゆえの課題対策について
  ・住民票の除票と戸籍の附票の保存
　期間について
  ・首長申し立て制度について
  ・新たな法律等を受けての相談体制の
　充実や関係機関との連携強化について

本区の認知症初期集中支援チーム
は自立生活のサポートを行う位置
づけで、この4月より設置され、ご
近所ミニデイ等も推進されていま
す。そこで、安心して暮らせる高齢
者・障がい者支援に対する現況と
今後の課題について質問しました。

区長からは、「江東区高齢者地域
包括ケア計画」で示している年間
63件（現在11件）という支援件数は
ＰＲ不足と認識しております。今後
は、さらなる事業の周知と地域ネッ
トワークの構築に取り組んでまい
りますとの答弁がありました。

❸老朽化した分譲マンションの建替えについて
  ・老朽化した分譲マンションの把握について
  ・老朽化した分譲マンションの建替えに
　対する区の認識について、他

◆上記以外の一般質問
❶防災減災対策について
  ・乳児用液体ミルクの災害時の供給体制について
  ・防災力向上の命を守るための情報伝達・手段の拡充について

  ・災害時のトイレ確保について
  ・災害時要援護者支援の対策について
  ・水害対策としてのボートの備蓄について
  ・企業のBCP策定への支援について

▲子ども家庭支援センター（写真提供：江東区広報広聴課）

※MSW：医療ソーシャルワーカー

❹高齢者施策について
   ・ひとり暮らし高齢者への支援の充実について
   ・高齢者の食事と健康について、他
❺高齢者施策について
   ・子育て支援施設のあり方について
   ・児童虐待防止について、他

老朽化した分譲マンションの建替え支援策を推進！
▲権利擁護センター「あんしん江東」（高齢者総合福祉センター2階）

頻発する大規模災害対策をはじめ、安全安心のまちづくり施策を要望

山﨑江東区長へ「平成31年度予算要望書」を提出！

平成30年９月19日に江東区議会公明党は、山﨑江東
区長に「平成31年度予算要望書」を提出致しました。
今年度は、西日本豪雨や台風21号による被害、北海
道胆振東部地震など自然災害が多く起こり、本区へ
の取り組みの更なる施策の展開を求め、また、先に緊
急要望した通学路におけるブロック塀等による倒壊
防止なども盛り込みました。
さらに、子育て、高齢者、子どもの健全育成、障がい
者、防災減災、まちづくり、環境対策、産業振興など
新年度予算に着実に反映されるように、強く申し入れ
ました。
私たち江東区議会公明党は、これからもしっかりと
政策実現に向けて取り組んでまいります。
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河野 清史
副幹事長／文教委員

清掃港湾・臨海部対策特別委員

こうの　きよふみ

佐竹 としこ
企画総務委員

清掃港湾・臨海部対策特別委員会副委員長

さたけ

磯野 繁夫
文教委員会委員長

防災・まちづくり対策特別委員

いその　しげお

◆平成3１年度の予算要望【345項目】
①安心の子育て、少子化対策 24項目
②未来を担う児童・生徒の健全育成 47項目
③子ども・若者支援 6項目
④高齢者福祉の推進 33項目
⑤障がい者（児）福祉の向上 29項目
⑥いのち・健康 34項目
⑦2020 年東京オリンピック・パラリンピック 10項目
⑧防災・減災・防犯対策 44項目
⑨快適なまちづくり 58項目
⑩産業の活性化と魅力ある観光振興 22項目
⑪持続可能な社会の構築（環境・清掃関係） 21項目
⑫文化スポーツの振興 3項目
⑬行財政改革 3項目
⑭その他 11項目

※江東5区：葛飾区・墨田区・江東区・足立区・江戸川区

＜逃げ遅れを防ぐための避難行動＞

※

＜認知症や知的障害等で、判断能力が不十分な方を保護し、支援する制度＞

2018
冬季号

緊急要望
提出！緊急要望
提出！ 11月1日、江東区議会公明党は、こどもの健康と区民の命を守る

対策として区立小中学校等体育館の冷暖房設備の整備を求め
る緊急要望を江東区長に提出しました。

児童・生徒に対するSNSを活用した相談体制の充実を！
©鬼怒川・小貝川上下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会

＜SNS：インターネットを使って人々と交流できるサービス＞

安心して暮らせる高齢者・障がい者支援を推進！

❷福祉施策について
  ・子ども家庭支援センターの機能強化も
　含めた拡充について
  ・読み書き支援窓口の設置について、他
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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）

江東５区では、大規模水害時の「広
域避難計画」が公表され、水害時
には広域避難の呼びかけや勧告を
行うことを決めています。その際、
わかりやすい防災情報の周知と水
害時の行動を考えるきっかけとし
て、マイ・タイムラインの取り組み
を進めるべきではと質問しました。

総務部長からは、マイ・タイムライ
ンは緊急時の行動を明確化する効
果は高いと考えております。しか
し、想定外の事態発生時には個人
が判断を誤る危険性も内包するこ
とから、導入にあたっては十分な検
証が必要で、検討課題とさせてい
ただきますとの答弁がありました。

江東区文化プログラム基本指針の
中には、「誰もが芸術文化活動に参
加しやすい環境整備」があります。
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手話解説付きの映画上映に取り組ん
でおります。職員提案制度で最優秀賞
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計画」を文化プログラムのひとつとして
取り入れるなど、更に芸術文化活動に
参加しやすい環境整備に努めてまいり
ますとの答弁がありました。

成年後見制度は、認知症高齢者だけ
ではなく、知的障害者や精神障害者
にも必要な制度です。この制度が適
切に利用されるよう、本区では相談
体制の充実や関係機関との連携強化
等に計画的に取り組んでいくとの事
ですが、本区における検討状況と今
後の見込みについて質問しました。

福祉部長からは、現在、総合的な相談
支援体制づくりに向けた中核機関の
設置や地域連携ネットワークの構築
を目的とした協議会の設置等につい
て検討中で、今後さらなる情報収集に
努め、必要な方が成年後見制度を適
正に利用できるよう環境整備を図っ
てまいりますとの答弁がありました。

区民が老朽化した分譲マンション
を建替えするにあたり、解決すべき
課題はどのようなものが想定され
るのか。また、区民が老朽化した分
譲マンションを円滑に建替えるた
めに、区としてどのような支援がで
きるかについて質問しました。
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活用して、マンション管理士や建
築士をマンション管理組合に派遣
し、建替えのアドバイス等を行って
おります。今後も、都や関係団体と
連携しながら、管理組合からの建
替え等の相談に対する支援の充実
に取り組んでまいりますとの答弁
がありました。

本年度から、SOSの出し方教育が
スタートしました。一人で悩まずに
誰かに悩みを打ち明けられるよ
う、SNSを活用した相談体制の整
備や東京都などが実施している相
談先のカードなど、いざというとき
に身近に相談ができるような工夫
をするべきではと質問しました。

教育長からは、SNSによるコミュニ
ケーションが一般化しつつある状
況を踏まえ、区といたしましては、
都のLINE相談を周知するほか、
SNSによる相談も視野に入れたワ
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ついて検討してまいりますとの答
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公明党による防災・減災の100万
人アンケート調査結果では、力を入
れてほしい防災行政のトップが「避
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でした。そこでまず、避難所の機能
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69％、だれでもトイレは57％、校舎
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きる窓口の設置を要望しました。

区長からは、今までは子育て世代包
括支援センターとして保護者の相
談に対応してきましたが、きめ細か
な相談対応という観点から、今後は
ご提案のような「よろず相談窓口」
の設置の可能性について、検討して
まいりますとの答弁がありました。

小・中学校を、避難所としての機能強化へ！

親子に寄り添った子育て支援の拡充を！！

児童虐待の相談先でもある子ども
家庭支援センターの整備について
本年の第2回定例会での我が会派
の質問に対して、未整備地区であ
る亀戸と有明では子ども家庭支援
センターを整備するために大規模
開発の機会を捉えて整備を進める
との答弁があり、その後の状況に

ついて質問しました。
区長からは、亀戸地区においてはサ
ンストリート跡地での整備がまとま
り、現在詳細を協議中。有明地区で
は有明北地区３の１Ｂ街区の商業棟
の１階部分を整備する方向で、平成
32年度に開設できるよう現在作業を
進めていますとの答弁がありました。

   ・災害時のトイレ対策について
   ・家庭での防災意識向上について
❸教育施策について
   ・不登校対策の充実について
   ・通学における荷物の軽減等について
   ・ネット依存への対応について、他

❶文化プログラムについて
  ・伝統文化・工芸のPRについて
  ・Tokyo Tokyo FESTIVALとの連携等について
  ・江東区文化プログラムの位置づけと
　その進捗状況について、他

  

❷少子高齢化ゆえの課題対策について
  ・住民票の除票と戸籍の附票の保存
　期間について
  ・首長申し立て制度について
  ・新たな法律等を受けての相談体制の
　充実や関係機関との連携強化について

本区の認知症初期集中支援チーム
は自立生活のサポートを行う位置
づけで、この4月より設置され、ご
近所ミニデイ等も推進されていま
す。そこで、安心して暮らせる高齢
者・障がい者支援に対する現況と
今後の課題について質問しました。

区長からは、「江東区高齢者地域
包括ケア計画」で示している年間
63件（現在11件）という支援件数は
ＰＲ不足と認識しております。今後
は、さらなる事業の周知と地域ネッ
トワークの構築に取り組んでまい
りますとの答弁がありました。

❸老朽化した分譲マンションの建替えについて
  ・老朽化した分譲マンションの把握について
  ・老朽化した分譲マンションの建替えに
　対する区の認識について、他

◆上記以外の一般質問
❶防災減災対策について
  ・乳児用液体ミルクの災害時の供給体制について
  ・防災力向上の命を守るための情報伝達・手段の拡充について

  ・災害時のトイレ確保について
  ・災害時要援護者支援の対策について
  ・水害対策としてのボートの備蓄について
  ・企業のBCP策定への支援について

▲子ども家庭支援センター（写真提供：江東区広報広聴課）

※MSW：医療ソーシャルワーカー

❹高齢者施策について
   ・ひとり暮らし高齢者への支援の充実について
   ・高齢者の食事と健康について、他
❺高齢者施策について
   ・子育て支援施設のあり方について
   ・児童虐待防止について、他
 

老朽化した分譲マンションの建替え支援策を推進！
▲権利擁護センター「あんしん江東」（高齢者総合福祉センター2階）

頻発する大規模災害対策をはじめ、安全安心のまちづくり施策を要望

山﨑江東区長へ「平成31年度予算要望書」を提出！

平成30年９月19日に江東区議会公明党は、山﨑江東
区長に「平成31年度予算要望書」を提出致しました。
今年度は、西日本豪雨や台風21号による被害、北海
道胆振東部地震など自然災害が多く起こり、本区へ
の取り組みの更なる施策の展開を求め、また、先に緊
急要望した通学路におけるブロック塀等による倒壊
防止なども盛り込みました。
さらに、子育て、高齢者、子どもの健全育成、障がい
者、防災減災、まちづくり、環境対策、産業振興など
新年度予算に着実に反映されるように、強く申し入れ
ました。
私たち江東区議会公明党は、これからもしっかりと
政策実現に向けて取り組んでまいります。

12月
14

1月
11・25

2月
8・22

3月
8・22

河野 清史
副幹事長／文教委員

清掃港湾・臨海部対策特別委員

こうの　きよふみ

佐竹 としこ
企画総務委員

清掃港湾・臨海部対策特別委員会副委員長

さたけ

磯野 繁夫
文教委員会委員長

防災・まちづくり対策特別委員

いその　しげお

◆平成3１年度の予算要望【345項目】
①安心の子育て、少子化対策 24項目
②未来を担う児童・生徒の健全育成 47項目
③子ども・若者支援 6項目
④高齢者福祉の推進 33項目
⑤障がい者（児）福祉の向上 29項目
⑥いのち・健康 34項目
⑦2020 年東京オリンピック・パラリンピック 10項目
⑧防災・減災・防犯対策 44項目
⑨快適なまちづくり 58項目
⑩産業の活性化と魅力ある観光振興 22項目
⑪持続可能な社会の構築（環境・清掃関係） 21項目
⑫文化スポーツの振興 3項目
⑬行財政改革 3項目
⑭その他 11項目

※江東5区：葛飾区・墨田区・江東区・足立区・江戸川区

＜逃げ遅れを防ぐための避難行動＞

※

＜認知症や知的障害等で、判断能力が不十分な方を保護し、支援する制度＞

2018
冬季号

緊急要望
提出！緊急要望
提出！ 11月1日、江東区議会公明党は、こどもの健康と区民の命を守る

対策として区立小中学校等体育館の冷暖房設備の整備を求め
る緊急要望を江東区長に提出しました。

インの取り組みを推進！

児童・生徒に対するSNSを活用した相談体制の充実を！
©鬼怒川・小貝川上下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会

＜SNS：インターネットを使って人々と交流できるサービス＞

安心して暮らせる高齢者・障がい者支援を推進！

❷福祉施策について
  ・子ども家庭支援センターの機能強化も
　含めた拡充について
  ・読み書き支援窓口の設置について、他


