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一般質問報告

■平成 25 年第 1 回定例区議会

（9 月 19 日～10 月 19 日）

（2 月 20 日～3 月 27 日）

◇さんさん事業での区内産業活性化について

◇自動二輪車用駐車場について

「質問」

「質問」

サービス公社のさんさん事業は区内事業者の育成も目的にし
ているが、区内事業者の参加は販売店４社、施工店２社だけだ。

「答弁」

原付自転車との共有化などどのように考えているのか？
「答弁」

◇区の環境施策と世田谷みどり 33 について
「質問」

特定高齢者の把握方法が医師の客観的な評価から郵送でのア

無回答者を訪問するなど広く高齢者の把握や支援に努める。

◇災害時の医療救護体制の強化について

「答弁」

え、災害時の医療救護体制を強化せよ。
「答弁」

資機材の充実や医師会などの関係団体との連携強化を図る。

■平成 24 年第 4 回定例区議会

一般質問報告

（11 月 27 日～12 月 6 日）

◇社会保障費削減に向けた取り組みについて
「質問」

低所得者の生活安定や健康増進に寄与する施策に取り組むこ

屋上緑化とソーラーさんさん事業の連携など環境基本計画推

関係所管が連携し、区民の皆様に最適の選択を頂ける手法に
ついて検討していく。

◇医療と介護の連携について
「質問」

国が示した南海トラフ地震の被害想定では、広域での被災が想
定されている。都の首都直下地震の被害想定の見直しも踏ま

放置自転車対策とともに各駅の状況を注視しながら検討する。

進へ所管間の連携が必要ではないのか？

かセンターでは今後どう取り組むのか。

「質問」

世田谷区には時間貸し自動二輪駐車場が 228 台分しかないが

販売店などへの情報提供について、一層徹底していると聞く。

ンケート調査に変わった。介護予防事業を担うあんしんすこや

「答弁」

一般質問報告

区内事業者の参加促進に力を注げ。

◇特定高齢者把握方法変更での課題について
「質問」

平成 25 年 3 月号

平成 24 年度から始まった「定期巡回・随時対応型訪問介護看
護」の問題点は？

「答弁」

現在事業例を作成し、さらなる連携を図る取り組みを進めてい
る。
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プロフィール

昭和３７年１月
東京都北区に生まれる
昭和６３年３月
日本大学松戸歯学部卒業
昭和６３年４月～平成３年８月
弘進会宮田歯科大崎診療所勤務
平成３年９月
世田谷区下馬にて あべ歯科医院開設 院長
平成２１年４月
東京都歯科医師連盟世田谷支部 専務理事
平成２３年４月
世田谷区議会議員 初当選

とこそが、増加傾向にある社会保障費の削減につながる。区は
就労支援や健康増進策に力を注げ。
「答弁」

関係部署が連携し、区民の健康状況の把握や改善に取り組む。

◇後発医薬品の普及促進での配慮について
「質問」

[趣味]ゴルフ、スキー、テニス
[家族]妻、長女（高校 3 年）、
次女（高校 1 年）、犬（オス）

区は後発医薬品の使用で減額となる医療費を国保加入者に通
知する予定だ。後発医薬品を普及促進する際は、区民の健康を
配慮し安全性なども周知せよ。

「答弁」

区民が安心して利用できるよう関係団体と十分な検証を行う。

◇子どもの人権擁護の取り組みについて
「質問」

区は子どもの人権擁護の機関を新設する予定だ。いじめ問題
などの解決を図るには、新たな機関の設置ではなく、既存機関
の相談業務の改善や連携の強化を行え。

「答弁」

公正で中立な第三者機関の新設が必要であると考える。

平成２３年統一地方選挙におきまして、世田谷区議会議員に初当選いたしま
した。
下馬で２０年歯科医師として歯科医療を通じ、又駒留中学校・幼稚園などの校
医・園医、野沢こども園歯科医としてこども検診、予防等に貢献してまいりま
した。
私は、病気の治療、予防を行うだけでなく医療・福祉に携わる全ての人々が
区民の皆様のためによりよいサポートができるような活動をこの世田谷で行
っていきたい。私の使命は区民の皆様が常に自分の健康を意識し、活力のあ
る区民生活を営める施策を区政に反映させて行くことだと思っております。

世田谷区議会議員
■平成 24 年 9 月

決算特別委員会

区民生活所管

あべ弘幸

◇乳児期家庭訪問について
「質問」

◇高齢者の就労・就業支援について
「質問」

区政報告

乳児期家庭訪問事業の 100%訪問に取り組んでいるが、現状は
どうか？

高齢者が社会貢献をする受け皿としてシルバー人材センター

「答弁」

が果たす役割は非常に大きいが、加入促進を図るためにどの

訪問率 100%達成は困難な状況にあるが、今後も訪問率の向上
に向けて取り組んでいく。

ような取り組みをしているのか？
「答弁」

平成 23 年度から 27 年度までの新就業改善計画を策定し、会員

◇国民健康保険条例の改定について

拡充を図っている。

「質問」

賦課方式の変更に伴い保険料が上がる世帯、下がる世帯それ
ぞれ出てきたがなぜか？

◇CO2 削減の取り組みについて

「答弁」

激変緩和の 2 年間の経過措置が終了したため。

「質問」

CO2 削減に必要な施策はどのようなことが想定できるか？

「答弁」

省エネルギー化、再生可能エネルギーの導入促進などの施策

◇在宅就業支援事業の経過および評価

を着実に実行し、低炭素都市づくりを進めていく。

「質問」

「世田谷区ひとり親家庭等在宅就業支援事業」の目的について

「答弁」

ひとり親の家庭の育児や子育ての負担感および経済的な不安

◇スポーツ祭東京二〇一三について

感への支援を目的として総合的に推進している。

「質問」

リハーサル大会について想定を超える反省点はなかったか？

「答弁」

大会終了後直ちに様々な意見の集約、課題の提示を受け、本大

■平成 25 年 3 月

予算特別委員会

都市整備所管

会に向けて改善の検討をしている。
◇自転車走行環境の整備について

■平成 24 年 9 月

決算特別委員会

福祉保健所管

「質問」

東京都は「東京都自転車走行空間整備推進計画」を策定したが、
区は都道と隣接している区道の整備をどのように考えている

◇子供の人権擁護の新たな試みの仕組みについて
「質問」

新たな取り組みの目的は？

「答弁」

公平中立的な立場から必要に応じて改善の要請を行うなどし

のか？
「答弁」

道路整備や改良の機会をとらえながら自転車走行環境を計画
的かつ効率的に整備していく。

てこれまでの取り組みを一歩進めた問題解決の仕組みを考え
ていく。

◇「世田谷みどり 33」の推進について
「質問」

◇災害時の医療体制について
「質問」

は？

災害時に備えた医薬品の備蓄状況と災害が発生した時の医療

「答弁」

品供給のしくみはどのようになっているのか？
「答弁」

「世田谷みどり 33」の緑化目標と達成状況、今後の取り組み

達成状況は厳しい状況であるが、区民・事業者・行政と連携して
施策を推進していく。

調達方法を拡充することを薬剤師会とも相談のうえ、検討して
いきたい。

◇通学路以外の道路における交通安全施策状況について
「質問」

◇誤嚥性肺炎について

交通安全対策を要する箇所について、区はどのような対策を
行ってきたか？

「質問」

接種率と公的助成の実態、今後の課題について知りたい。

「答弁」

昨年度より予防接種の費用の助成を始めている。接種率は想

「答弁」

交通安全施設の適切な維持管理により事故の未然防止に努め
ていく。

定を下回っているので、いろいろな機会をとらえて周知に努め
たい。

◇工事費の高騰や契約の不調について
「質問」

■平成 25 年 3 月

予算特別委員会

福祉保健所管

において契約の不調は出ているのか？
「答弁」

◇保育サービスの拡大と現状について
「質問」

「答弁」

東日本大震災の影響による平成 24 年度の土木工事発注工事

現在のところ震災の影響による人件費や土木材料の単価の大
きな増減はない。

保育園や認証保育所等において保育士などは適正に配置され
ているのか？

◇二子玉川再開発について

多くの保育施設においては基準を上回る職員を配置しており、

「質問」

適正であることを認識している。

二子玉川東地区再開発の二期事業が進行しているが、その進
捗状況について知りたい。

「答弁」

着工以来約一年を経て、現在地上部が姿を現し始めている。

