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●皇居を中心とした、皇居周回マラソンコース等、幹線道路
のスポーツ・観光歩道距離表示設置（本会議・未達成）

11

3

14

3

キリトリ

平成20年（2008年）
の本議会質問
（要旨）
●特別養護老人ホームでの医療対応
（予算特別委員会・継続中）
●千代田区総合HPを活用した電子回覧板構築
（本会議・未達成・検討中）

●指定管理者制度導入成果・再点検
（常任委員会・本会議・一部達成）
●公共施設における地震速報等の受信端末の整備
（本会議・一部達成）

FAX送信用紙

●富士見こども施設・富士見未来館（常任委員会・達成）
●電線類地中化の推進・東京大神宮通り
（本会議・継続中）
●神田駅周辺東北縦貫線重層架化計画（本会議・継続中）

●自治体業務全般における意識改革と行政改革
（本会議・一部達成・継続中）

①18歳までの医療費無料化（本会議・達成）
②情報セキュリティーの安全性・と対策
（本会議・達成）
③地域包括支援センターの人的増員
（本会議・達成）
④包括的な虐待予防の必要性（本会議・一部達成）
⑤外濠公園総合グラウンドの芝生を鳥取方式再整備
（本会議・一部達成）

⑥特別支援学級への交通手段の整備（ご要望・達成）
⑦区立麹町保育園仮園舎への鉄棒設置（ご要望・達成）
⑧キャッチボール広場の整備
（ご要望・一部達成）
⑨スタンプカードから電子マネーへの検討
（予算決算特別・未達成）

千代田区地球温暖化対策特別委員会委員長として
「千代田区地球温暖化対策条例」施行を契機として、実効性のある
具体的対策について特別委員会を設置し調査研究いたしました。
区民・事業者の理解を得て合意形成に努めることなど、様々な指摘
を行い、執行機関と共通の認識が得られ方向性も確認できたものと
委員会委員は認識しております。
「温暖化配慮行動指針」
「低炭素型社会形成指針」
「千代田区建築
物環境計画書制度」の策定。
「地球温暖化対策推進本部」
「省エネ相
談窓口」
の設置等を行ってきました。

また、私の提案により、区有施設の省エネ対策の具体的指針とし
て、
「環境・温暖化対策ガイドライン」
を作成し、区有施設温暖化対策
の基準を明確にしました。委員会の調査を終了するにあたり、状況の
変化にともない本条例の役割も変化すること、国内外の情勢変化に
合わせて条例の見直しを図る事、
を執行機関に求め確認できたもの
として、委員会の調査を終了いたしました。
委員皆様のご協力に感謝申し上げます。

http://kugikai.city.chiyoda.tokyo.jp/

をご覧ください。

あなたの声をお寄せください！

ご要望・ご意見（例：災害・防災）
キリトリ

「新しい千代田」
の会派として掲げた公約達成度

キリトリ

千代田区議会「新しい千代田」へのご要望・ご意見をお書きください。

平成19年（2007年）
の本議会質問
（要旨）

詳しくは、千代田区議会ホームページ
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東日本大震災により︑
お亡くなりに
なられた方々ご遺族に衷心よりお悔
やみ申し上げま す ︒ま た被災された
皆様に謹んでお見舞い申し上げます︒
そして︑災害対策にご尽力されてい
る関係者に深く感謝申し上げますと
ともに︑
一日 も 早い復興 をお祈り申し
上げます︒

●メディア・リテラシー教育の充実
（本会議・達成）
●介護保険制度（本会議・継続中）
●都区のあり方（本会議・検討中）

22

東日本大震災に関する緊急要望

平成21年（2009年）
の本議会質問
（要旨）

月 日に発生した﹁東日本大震災﹂は︑国
内に深刻な被害をもたらしています︒
発生当日︑千代田区当局では職員総動員で
帰宅困難者等の対応を致しました︒その後も
関 係 機 関 が 全 力 で 被 災 者 の 救 援・救 出 に 当
たっております︒
そこで新しい千代田では︑ 月 日及び
月 日に区長に緊急要望を致しました︒

●千代田区商工振興基本計画改定版策定
（本会議・一部達成・継続中）
●医療と介護の連携（本会議・継続中）
●教育と体罰・暴言（本会議・達成）

① 福 島 県の原 子 力 発 電 所 事 故による放 射
能測定器の区内設置

②被災者の千代田区
施設への受け入れ

平成22年（2010年）
の本議会質問
（要旨）

〒102-8688 千代田区九段南1-2-1（千代田区役所7F） Phone:03-3264-2111(代) Fax:03-5211-3025（直通）

③年度末融資の弾力
的な活用

●指定管理者制度導入成果・再点検
（常任委員会・本会議・一部達成）
●九段小学校の今後の整備・進捗状況（本会議・達成）

④﹁防災無線﹂活用の
見直し

⑤区内の病院等で
重篤患者の受け入
れ態勢の整備
他多数

平成23年（2011年）
の本議会質問
（要旨）

●子ども施設の整備計画（本会議・継続中）
●震災復興小学校である九段小学校の整備方針
（本会議・達成・継続中）
●千代田区自転車利用ガイドライン策定
（本会議・達成・継続中）

The Chiyoda Assembly Activity Report

発行：千代田区議会新しい千代田

この４年間におこなった本会議での質問事項

●子ども施設整備・設置の基本的考え方
（本会議・一部達成・継続中）
●千代田区保険福祉総合計画と第5期介護保険事業計画改定
（本会議・一部達成・継続中）
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※皆様からのご意見は広報などで、
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※皆様から頂いた全ての個人情報は、
区政のために使用し承諾無く第三者に提供しません。
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危機管理対策特別委員会
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この４年間におこなった本会議での質問事項

平成23年（2011年）
の本議会質問
（要旨）

平成23年（2011年）
の本議会質問
（要旨）
●（改定）千代田区第3次基本計画と複数年度予算につ
いて
（一部達成・継続中）

■第1回定例会
●一時託児所をスポーツセンターに！
（未達成）
平成22年（2010年）
の本議会質問
（要旨）
■第1回定例会
●肺の生活習慣病のCOPD（慢性閉塞性肺疾患）対策
（一部達成・継続中）
●ぜんそく対策をどのようにしているのか？
（一部達成・継続中）
（一部達成・継続中）
●区内の医療機関やNPOとの協働を！
■第2回定例会
●千代田区役所と千代田図書館への案内は適切か？
（一部達成・継続中）
●日本橋川からの千代田区役所入口を整備！
（未達成）

■第3回定例会
（継続中）
●5年を経過した指定管理者制度の課題と問題点
（達成）
●高齢化社会を見据えた投票に関する取り組みについて
■第4回定例会
●緑量増進ガイドライン と鳥取方式による芝生化
（一部達成・継続中）
●総合防災訓練と避難所開設訓練の現状と課題と今後
のあり方（一部達成・継続中）
●地域包括支援センターの運営改善と高齢者施設の今
後について
（一部達成・継続中）

平成21年（2009年）
の本議会質問
（要旨）
■第1回定例会
■第4回定例会
（一部達成・継続中） ●地上デジタル放送の移行している世帯普及率は？
●福祉・介護施設の防災対策について
●こども施設と認証保育所の防災対策について
（一部達成・継続中）
（一部達成・継続中）
●テレビ電波障害対策に地デジ受信チューナーを！
●ペットの防災対策について
（未達成）
（未達成）
●愛犬の節目の誕生日に表彰したらどうか？
（未達成）
平成20年（2008年）
の本議会質問
（要旨）
■第1回定例会
●地上デジタル放送対策の区民相談窓口の設置を！
（一部達成・継続中）
●「風ぐるま」
と他自治体コミュニティバスの問題点は？
（一部達成・継続中）
（一部達成・継続中）
●各事業部の区民情報を一元化しては！
●各事業部の区民情報を一元化と区民の声を広く聴く
上で、
広報と総合ホームページの違いは？
（継続中）

■第2回定例会
●家庭用生ごみ処理機の補助制度（達成・継続中）
●環境教育の充実を！
（一部達成・継続中）
●「カラスの巣」などの除去対策（一部達成・継続中）
■第4回定例会
（一部達成・継続中）
●多重債務者に対する区の対応施策を！
●お金の教育を子どもの時から
（成人式などの機会を活用を）
（一部達成・継続中）
●グーグルのストリートビューの対策
（未達成）

平成19年（2007年）
の本議会質問
（要旨）
■第2回定例会
■第3回定例会
（一部達成・継続中） ●千代田区のCIO（情報化統括責任者）役割？権限は？
（継続中）
●子ども施設周辺の違法駐車対策は？
●総合防災案内板における避難所の位置づけは？
●行政文書の作成と提供と、多くの印刷物を整理されて
（一部達成・継続中）
いるのか？
（一部達成・継続中）
●指定管理者や民営化導入にあたって区との役割分担
の基準とは？
（未達成）
詳しくは、千代田区議会ホームページ
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■第1回定例会
●介護老人保健施設に関わるニーズ把握と運用上の課題整理の
進捗ついて
（継続中）

●在宅療養生活を継続するための介護老人保健施設の位置
づけについて
（継続中）

平成22年（2010年）
の本議会質問
（要旨）
■第1回定例会
●区民の健康確保に向けて予防接種を広汎に浸透させるた
めの取り組みについて
（達成）
●「防災とボランティアの日」を通して考える本区における今
（達成）
後の取り組みについて
■第2回定例会
●包括的な虐待予防の必要性について
（一部達成）

■第3回定例会
●(改定)第3次基本計画について
（確認）
●「がん検診」
の充実に向けて
（継続中）
●子ども・教育施策について
（一部達成）
■第4回定例会
●現在当区で運用している情報セキュリティの安全性について
●今後のシステム開発や電子自治体推進に向けての情報セ
キュリティ対策の取組ならびにあり方について
（継続中）

平成21年（2009年）
の本議会質問
（要旨）
■第1回定例会
●小児の健康を守る予防接種の総合的な検討について
（達成）
●学童期における命の大切さを伝える情操教育の必要性に
ついて
（未達成）
■第2回定例会
●行政サービスの民営化に伴う事後チェックのあり方について（継続中）
●小児の健康を守る予防接種の迅速な実施の必要性について
（達成）

■第3回定例会
●医療制度改革に伴う各種区民健診の総括と今後の課題に
ついて
（達成）
●がん検診の受診率向上に対する取り組みについて
（達成）
■第4回定例会
●専門技術に対する監査の必要性について
（一部達成）
●「事業仕分け」による限られた財源の有効活用について
（未達成）

平成20年（2008年）
の本議会質問
（要旨）
■第1回定例会
●情報システム構築に向けてのアウトソーシング戦略の理念
について
（継続中）
●システム開発費の肥大化に伴うその対処について
（確認）
●区民にとって利便性のあるフロント系システムをどのよう
な視点で構築して行くかについて
（継続中）
■第2回定例会
●安心できる介護提供体制の充実に向けて
（継続中）
●区民の健康の確保を支援するための体制について
（継続中）

■第3回定例会
●在宅介護の医療ニーズの充実に向けて
（達成）
●総合住民サービスシステム構築のためのRFP(提案依頼書)
手法の充実に向けて
（継続中）
■第4回定例会
●地域における介護と医療の連携について
（達成）
〜適切な介護保険サービスを利用できるために〜
（継続中）
●公会計制度改革について
〜区民が理解しやすい財務諸表の重要性について〜

平成19年（2007年）
の本議会質問
（要旨）
■第3回定例会
●早期発見が治癒につながりやすい「子宮がん」に対する区
（継続中）
における取り組みの実態について
●子宮頚がんの簡易な検診方法に対する有効性とそれに伴
う検診や疾病予防に対する意識啓発について
（継続中）
●予防医療の観点から検診受診率上昇に向けた簡易検診の
検討について
（継続中）

詳しくは、千代田区議会ホームページ

■第4回定例会
●2016年東京オリンピック招致について
（未達成）
●（仮称）千代田区スポーツ振興基本計画について
（達成）

http://kugikai.city.chiyoda.tokyo.jp/

をご覧ください。

