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あけましておめでとうございます！あべ弘幸です！
2014 年が始まりました！みなさま新しい年にかける新たな思いと希望をもって新年を迎えられたことと思います
私、あべ弘幸は昨年、区議として議会では定例会・常任委員会・特別委員会、選挙では東京都議会議員選挙・参議院議員選挙において
精力的に活動し、その合間を縫ってたくさんの区民の皆様の声を聞くができました。少しでも多くの区民の皆様の声を議会に届けてい
く、より良い政策を実現していくため日々邁進してまいります！あべ弘幸を今年もどうぞよろしくお願いいたします。
Twitter https://twitter.com/jimin_abe

Facebook https://www.facebook.com/hiroyuki.abe

Twitter と Facebook で様々な活動報告をしております。フォロー・友達リクエストをよろしくお願いいたします。
TOPICS
世田谷区からのお知らせ（詳細につきましては世田谷区のホームページからご覧ください）
・高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
・子どもインフルエンザ予防接種費用助成について
・私立認可保育園の開設遅延に伴う緊急対策入園申込みについて

■平成 25 年第 3 回定例区議会

一般質問報告

■平成 25 年第 4 回定例区議会

（9 月 17 日～10 月 18 日）

（11 月 27 日～12 月 6 日）

◇児童生徒の学力向上への取り組み

◇高齢者施設の整備促進

「質問」

「質問」

「答弁」

経済格差と教育格差の関係性が専門家の調査で明ら

区内の特養ホームの整備率は全国的に見ても低い状

かとなっている。無料の塾を運営している他自治体の

況だ。口調は福祉文化都市を目指すのならば、不足す

例を踏まえ、区立校の全児童生徒の学力向上に取り組

る特養ホームなどの高齢者施設の配備を一層促進せ

め。

よ。

学習習得確認調査結果の有効活用などにより学力向上

「答弁」

を図る。

中期的な視点により、計画的に高齢者施設の整備を進
める。

◇区役所でのペーパーレス化の推進

◇乳幼児の健診の体制強化

「質問」

「質問」

「答弁」

区役所では会議などで多量の紙資源が使われており、

に十分な時間を確保することが重要だ。対象者が増え

効率化にもつながるタブレット端末の活用を図れ。

ていることを踏まえ医師や看護士などの体制を強化

配付資料が多い会議などから端末活用に向けた検討を

せよ。

進める。

「答弁」

乳幼児の健診では育児状況の確認や育児相談の対応

ペーパーレス化が急務だ。省資源だけではなく、業務の

「答弁」

◇ＧＰＳによる資源持ち去り対策
「質問」

一般質問報告

検診の円滑な実施に向け、対象者数に応じた体制整備
を図る。

集積所から古紙などの資源が持ち去られる被害が一向

◇保育園周辺の交通安全対策

に解消されていない。ＧＰＳによる追跡調査を行ってい

「質問」

放送大学跡地に整備予定の認可保育園は、交通量が多

る西東京市の例を参考に、区も同様の対策を講じよ。

く歩道が狭い下馬通りに面するため、通園時の危険が

今後も導入自治体などからの情報収集に努め、検討を

懸念される。区は安全対策にしっかり取り組め。

重ねる。

「答弁」

保育園運営事業者とともに周辺の交通安全対策に取り
組む。

世田谷区議会議員
■平成 25 年 9 月

決算特別委員会

あべ弘幸
「答弁」

区政報告

他の地域密着サービス等との併設により整備促進を図
っていく。

◇区庁舎等の次世代自動車充電インフラ整備促進事業について
「質問」

「質問」

2020 年ごろ、急速充電設備、普通充電設備を東京都内
では 251 カ所に設置するとされています。23 区の自治

成年後見人制度についての周知・制度の質向上に対し、
世田谷区としての取り組みは？

「答弁」

体で参加表明した自治体はどのようになっているの

社会福祉協議会と連携して制度の普及や利用促進に
努めている。

か？
「答弁」

「質問」

現時点で東京都の確認が終了しておりますところは 3

■平成 25 年 9 月

区であると聞いております

「質問」

庁舎駐車場利用を前提に世田谷区も参加するべきでは
ないのか？

「答弁」

文教所管

るか？
「答弁」

環境所管など関係所管とも連携して、研究させていた
だきたいと思っております。

決算特別委員会

太子堂調理場の移転計画についてどのように考えてい

慎重で万全な体制のもと取り組みを進め、児童生徒に
対して安定して安全な給食を提供していきたい。

「質問」

図書館機能・ネットワークの拡充についての取り組み
は？

◇新公会計制度について

「答弁」

魅力あふれる図書館運営に取り組んでいきたい。

「質問」

固定資産台帳整備の基本手順と新公会計制度のメリッ

「質問」

世田谷区と大学の連携はどうなっているのか？

トとデメリットを運営費の面から教えてほしい。

「答弁」

教育委員会と区内大学が連携して、インターネットを活

「答弁」

資産の把握方法や取得価格の算定方法など、整備に向

用した学習講座・e-カレッジなどを開設し、連携を推進

けた具体的な手順を整理したものが、東京都の示す固

している。

定資産台帳整備の基本手順となる。メリットは新公会計
制度では、発生主義によりストック情報、それからフロー

■平成 25 年 9 月

情報を相対的あるいは一覧的に把握することが可能、

「質問」

運営費を含めた財政の見える化に有効である。課題は
新公会計制度を導入する場合、二重の会計制度を設け

文教常任委員会

東大原小学校の改築計画に対してのインフラ整備の
規模は？

「答弁」

て会計処理をしていくため、国の研究会でも地方公共

基本的には北沢小学校が入ってこられた時に困らな
いような参考を想定したインフラ整備をしていく。

団体の財政負担、そして、事務負担の問題が取り上げら
れている。

■平成 25 年 9 月

「質問」

多くの自治体が導入しないのはなぜ？

「質問」

世田谷区立深沢小学校施設整備計画基本構想(案)に

「答弁」

相当の経費と準備期間がかかるため慎重に対応してい
「答弁」

同じ規模を全面改築した場合は約２９億円でその８３％

ると思われる。
「質問」

現在の決算財務諸表は老朽インフラの維持管理更新に

文教常任委員会

ついてリノベーション工事によるコスト削減の規模は？

を想定している。

活用できているのか？
「答弁」

現在そこまでには至っておらず、今後の課題である。
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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

◇地域再生の役割を持つ大学の地域貢献度について
「質問」

大学の地域貢献のために区として関与する必要がある
のでは？

「答弁」

区と大学だけでなく、区内の企業、団体等と大学の連携
について区としてどのような支援や関与できるか検討

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

していく。

■平成 25 年 9 月
「質問」

決算特別委員会

福祉保健所管

摂食・嚥下障害支援の必要性をどのように考えている

[趣味]
[家族]

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

のか？またその取り組みは？
「答弁」

高齢者在宅療養支援にあたり、重要な課題であると認
識している。その上で訪問口腔ケア推進事業を実施し
ている。特養ホームなどでも嚥下内視鏡検査などを行
っている。

「質問」

小規模特別養護老人ホームの整備は世田谷区内では
どのような状況になっているのか？

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。

