
江東区議会

 

第４回定例会のご報告

江東区議会第４回定例会が、11月24日～12月14日までの日程で開催されました。
各議案については、案件ごとに委員会に付託されて審議され、本会議最終日に採決されました。

2012年２月号

9

平成24年第1回江東区議会定例会で質問します！

日程 曜日 開始時間 会議名

2月22日 水 13:00 本会議(一般質問）

2月23日 木 13:00 本会議(一般質問）

2月２７日～３月２日 月～金 10:00 平成２４年度予算審査特別委員会

３月12日 月 13:00 本会議（継続会）

３月5日～3月7日 月～水 10:00 常任委員会（企画総務・厚生・建設・区民環境・文教各委員会）

３月１３日～３月21日 月～木 10:00 特別委員会(清掃港湾・南北交通・防災対策・医療介護各委員会）

3月29日 木 13:00 本会議（最終日）

区議会の本会議、委員会の傍聴は自

 

由にできます。江東区役所内にある、

 

区議会にぜひお越しください。
また、江東区議会では、本会議の
インターネット中継を行っています。
詳しくはホームページをご覧ください。
■江東区議会ホームページ
http://www.city.koto.lg.jp/ac/gikai/

区議会を傍聴しませんか？

第4回定例会で審議された主な議案について

可決された主な審議案件 委員会 内容

江東区区民農園条例の一部を改

 

正する条例
建設 江東区夢の島区民農園の新設（平成24年4月1日）に伴う

 

指定管理者制度の導入と、既存の区民農園２園（辰巳・城

 

東）の使用料改定に伴う条例変更について。

江東区江東きっずクラブ条例の
一部を改正する条例

文教 きっずクラブ５か所の新設（臨海・越中島・東雲・第二大島・

 

南砂）に伴う条例変更について。

江東区マンション建設計画の事前

 

届け出等に関する条例の一部を

 

改正する条例

まちづくり
南北交通

平成２４年までの時限立法であった「マンション建設の事

 

前届け出等に関する条例」の条例有効期間を無期限とす

 

る条例改正について。

第３２回オリンピックおよびパラリン

 

ピック大会の東京招致に関する決議
２０２０年に開催されるオリンピック・パラリンピック大会を

 

東京に招致するための決議について。

平成24年第１回定例会は、２月２２日
から３月２９日まで開催されます。
私、鈴木あやこは２月２３日に初めての
一般質問を行う予定です。
本定例会は「平成２４年度予算審査特別
委員会」が開催される重要な議会です。
是非、議会見学にお越しください！

江東区の政治を身近にするため「区議会レポート」を毎月発行し、皆さまに駅やまちでお配りしております。今月は

 

江東区議会第3回、4回定例会、予算決算について、次回の平成２４年第一回定例会の日程や、「あやこcafé」

 

のご案内など、盛りだくさんでお届けします。



江東区議会

 

「平成22年度決算審査特別委員会」

江東区議会第3回定例会中、9月28日～10月4日の期間に、「平成22年度決算審査特別委員会」が

 

開催されました。決算委員会では、43人の議員が委員となり、歳入歳出の各項目について、税金の

 

使われ方やその改善点、反省点について質疑を行います。審査の結果、原案の通り可決されました。

平成22年度の決算

 

は、景気低迷の影響

 

を受け、特別区税の

 

税収が減少しました

 

が、繰入金や特別区

 

債を活用し、福祉、

 

教育などの充実のた

 

めに多くの予算が使

 

われました。
急速な児童数増加

 

により、子育て関連

 

費用を中心に経費が

 

増えているのが特徴

 

です。

鈴木あやこの質問

 

～

 

総務費＆民生費

 

～

選挙公報の江東区選管ホームページ掲載について（選挙管理委員会事務局）

22年度から全戸配布している選挙公報について江東区のホームページに掲載をすべきと考えるが、区の見解は。問

次回選挙の際は選挙公報をホームページに公開するよう、積極的に検討する。東京都では、10月のあきるの市長
選挙ではじめて選挙公報がホームページに公開された事例もあり、特別区の中でも検討をスタートしていく。

答

ツイッター（Twitter）、フェイスブック(facebook）などの活用について（広報広聴課）

広報広聴の強化や、災害情報などのリアルタイムの発信の手段として、Twitterやfacebookなどソーシャルメディアを
積極的に活用していくべきと考えるが、区の見解は。問

Twitterについては、震災を受けて、危機管理室などとも相談しながら、検討しているところである。
facebookについては、コミュニケーションツールとしては優れていると考えているが、導入の効果と労力を勘案し、
まずは区報、ホームページ、ケーブルテレビ、区長へのメールなどの通常の広報媒体の活用をすすめていきたい。

答

区民税１万円のつかいみち～２２年度決算より～区民税１万円のつかいみち～２２年度決算より～

私たちの納めた区民税はどのように使われているのでしょうか。
平成２２年度決算を１万円に換算して、使用目的ごとに表して
みました。

「平成22年度決算審査特別委員会」にて、鈴木あやこが行った質問と、回答（答弁）についてご紹

 

介します。私は、江東区議会民主党会派として「総務費」「民生費」の質問を担当しました。

民生費

 

4,119円

福祉や子育てに

教育費

 

1,417円

学校や図書館に

土木費

 

601円

道路・公園・
まちづくりに

総務費

 

1,877円

防災対策や地域振興に

公債費

 

173円

区債の償還に

区債

衛生費

 

882円

健康増進や
環境対策
清掃に

その他

 

810円

国民健康
保険の資

 

金などに

議会費

 

48円

議会運営に

産業経済費

 

73円

商業振興や
消費者
保護に



江東区議会「平成23年度予算審査特別委員会」報告

9月27日に予算審査特別審査特別委員会が開催され、一般会計補正予算が成立しました。
補正額は、11億9,500万円、補正後の予算現額は1,616億7,200万円です。

質問を行った事業 予算額 概要

危機管理啓発事業 総務費 230万円 防災マップ地域別（6地区）、全域図の印刷製本費

学校安全対策事業 教育費 873万円 区立小学校の緊急連絡網の整備費用。23年度中に運用開始

【福祉・介護に関する経費】
①都市型軽費老人ホーム整備
②介護老人保健施設整備
【その他の経費】
〇シビックセンター（仮称）の用地買収
〇図書館のICシステム導入の準備経費

【震災対策経費】
①東日本大震災の被災者支援や災害援助貸付など
②区立保育園や小学校における緊急連絡網の整備
③区立保育園、認可外保育所等の災害用備蓄を充実
【東日本大震災の教訓を踏まえた経費】
①庁舎の耐震化・民間建築物の耐震化促進

今回の補正予算のポイント

 

～震災関連・福祉関連など、緊急性の高い事業を中心に予算計上～

問

答

子育て支援情報の一元化（ポータルサイト）の設置について（子育て支援課）

豊洲地区を中心とした待機児童問題の解消について（保育課）

問
保育関係のホームページの更新について現状の体制は？
子育て家庭への情報提供をよりわかりやすくするため、ポータルサイトの構築などの予定はあるか。

防災マップの携帯電話対応について（総務費：危機管理啓発事業）
問

答

問

男女共同参画事業の広報について（人権推進課）

問

男女共同参画事業の今後の展開について
（１）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及啓発を積極的に進めていくべきと考えるが、区の見解は。
（２）男女共同参画の広報について、ホームページによる情報配信をさらに活用すべきと考えるが、区の見解は。

（１）ワーク・ライフ・バランスについては、講演や講座の開催などで、意識啓発をより進め,レベルアップしていく。
（２）今後は、区報やチラシだけではなく、ホームページについても見やすく、目にとまりやすいよう、工夫していく。

答

（１）豊洲地区の待機児童解消のため、認可保育園、認証保育所の増設が重要と考えるが、区の方針は。
（２）現在１７名の保育ママについて、増員するための対策、保育の質向上のための具体的な施策は。
（３）グループ保育型家庭保育室（おうち保育園）の今後の展開予定と、事業者に対する補助の内容は。

（１）有明３丁目に定員２７名、８８名の２園（ニチイアイリスキッズありあけ・ありあけ第二保育園）の
開園が決定。引き続き豊洲地区を中心とした待機児童の開園につとめていく。

（２）保育ママの健康診断費用の補助などの支援などの支援を２２年度より実施。
年2－3回の保育ママの連絡会開催による指導、意見交換などを行っている。

（３）グループ保育型家庭保育室は、認可保育園・認証保育所を補完する施設として位置づけている。
現時点で具体的な開設予定はないが、今後も適切な物件があれば開設を検討している。
事業者に対しては、開設補助金300万円のほか運営費として年1300万円の補助を行っている。

保育課の職員が、最新の状況などの更新を行っている。
現在の赤ちゃんマップや子育て便利帳などをまとめた形で、ポータルサイトを導入することを検討中。

危機管理啓発事業については「避難場所を携帯電話で閲覧できるようにしてほしい」という要望、
学校安全対策事業については「緊急連絡網について、保護者への使い方の講習などサポートを十分

 

に実施すること」についての要望を行いました。
要望については、いずれも平成２４年度の実施段階において実行して頂きました。



鈴木あやこ事務所
〒135-0061

 

江東区豊洲4-10-18-622
【TEL＆FAX】03-3536-4251
【e-mail】suzukiayako2011@mail.goo.ne.jp

江東区議会民主党
〒135-8383
江東区東陽4-11-28江東区役所議会棟
【TEL＆FAX】03-3648-2117

お気軽にお問い合わせください。
メールやTwitterによるお問合わせ

 

も歓迎いたします。

鈴木あやこ区政報告会

 

「あやこcafé」 を開催します！

あやこcaféは、江東区政についてのご報告を交えながら、座談会形式で、お茶を

 

飲みながら、参加者の皆さまが気軽に意見交換できるアットホームな会です。
Twitter中継など新しい試みも入れながら、参加者の皆さんに楽しんでいただける

 

会を心掛けています。ぜひ、お気軽にお越しください！

QRコード対応の携帯電話からは
カメラで読み取るだけで簡単に
アクセスできます。

活動内容を毎日更新しています！

鈴木あやこホームページ（PC版）

鈴木あやこホームページ（携帯版）

Facebook公式ページ

Twitter

http://www.suzukiayako.com

http://www.suzukiayako.mymp.jp

twitter.com/ayako_suzuki

http://www.facebook.com/
suzukiayako.koto

☆視察レポート☆

 

ソーシャルメディア（SNS）活用最前線

ふぁ

佐賀県武雄市の樋渡市長からface bookのお話を伺いました

つくば市～co-createつくば～

市のホームページを、昨年8月にfacebookに全面移行した佐賀県武

 

雄市の樋渡市長に、お話を伺いました。
武雄市では、face book移行後３ヶ月のホームページアクセス数が、

 

今までの66倍の1430万人を突破。市民の意見や質問などにも即座に

 

対応する「情報の見える化」を実現し、全国的に話題になりました。
11月からは情報発信に加えて、face bookを活用して特産品販売事

 

業を開始。年商10億円を目指しているそうです。
現在は全国の自治体へも積極的に展開を行っています。
樋渡市長からは、良いと思ったことはすぐやる行動力も学びました。
私も江東区の広報をより分かりやすくするため、取り組んでまいります。

☆ブログ「鈴木あやこの活動日記」毎日更新！
☆「区議会レポート」もダウンロード可能です

☆日時：2012年2月12日（日）14時30分～17時

☆場所：江東区豊洲文化センター

 

第4会議室

☆テーマ：「区政報告」
「視察報告」「江東区議会定例会について」

途中参加、途中退出も自由です。
どなたでもお気軽にお越しください！

メール、Twitter、facebookでの

 

お問合せも歓迎です！

まちづくりの提案をfacebookを使って市民から募集し、議会に提案する

 

という新しいスタイルで、市民の政治参加を実践しているco-createつく

 

ば。代表の伊藤さん、五十嵐市議、山本市議にお話を伺いました。
「世界一住みたい街を実現する」というビジョンを共有し、facebookとい

 

うSNSサービスを活用して、地域交流や、政策提言を、市民と議員の

 

垣根なく進めています。
住民参画による政策実現の新しいカタチ。江東区内でも良い部分を

 

積極的に取り入れていけるよう提言、実践していきます。

樋渡啓介

 

武雄市長とCo-createつくばの皆さんと

視察で得たことを、
区議会の提案につ

 

なげていきます！
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