
（6）平成 23 年 5 月 5 日 たいとう区議会だより（No.174）

区議会の情報をインターネットで見ることができます。　アドレス　http://www.city.taito.lg.jp/index/kugikai/

区議会からのお知らせ
土曜議会を開会します！！
　台東区議会では、開かれた議会を目指して、普段お勤めや学校で傍聴が難し
い皆さんにも、本会議を傍聴していただけるように、土曜議会を開会していま
す。
　本会議では、各会派の代表による代表質問が行われます。
［日　時］６月 11 日（土）午後２時～４時頃
＊傍聴される方は、区役所７階議会事務局で傍聴券の交付を受けてください。
＊会議予定は変更される場合があります。

区議会インターネット録画中継について
　台東区議会では、議会活動を広く区民の皆さんにお知らせするため、区議会
における一般質問等のインターネット録画中継を実施しています。
　アドレスは次のとおりです。ぜひご覧ください。
　http://www.gikaitv.net/dvl-taito/

ＣＡＴＶ議会放送について
　第２回定例会における区長所信表明・各会派の代表質問及び一般質問をＪ：
ＣＯＭ台東【701ｃｈ（デジタル）／５ｃｈ（アナログ）】で録画放送いたします。
　放送予定は次のとおりです。ぜひご覧ください。
○区長所信表明・代表質問　　６月 25 日（土）午後１時～４時
　　　　　　　　　　　　　　【再放送は 27 日（月）の同時間】
○一般質問　　　　　　　　　６月 26 日（日）午後１時～５時
　　　　　　　　　　　　　　【再放送は 28 日（火）の同時間】

新聞を購読していない方で区議会だより臨時号を希望する場合は
郵送します。
　４月 24 日に区議会議員選挙が行われました。
　新しい区議会の構成は、次回発行の臨時号（６月６日頃発行予定）で、詳し
くお知らせします。
　なお、「たいとう区議会だより」は、町会を通じて各家庭にお届けしていま
すが、臨時号は、新聞（朝日・読売・毎日・産経・東京・日本経済）に折り込
んでお届けします。
　区内にお住まいの上記の新聞を購読していない方で、郵送を希望される場合
は、次の方法により、お申し込みください。
申し込み方法
　はがき・電話・ＦＡＸのいずれかで、①「臨時号郵送希望」②住所③氏名④
電話番号を、６月２日（木）（必着）までに、下記へご連絡ください。
　〒 110 － 8615　台東区東上野４－５－６　
　　　　　　　　 台東区役所　区議会事務局　議事調査係
　TEL（5246）1473 ／ FAX（5246）1479

平成 23 年１月 20 日発行の区議会だより第173 号において、「区議会か
らのお知らせ」の欄に「第 174 号（４月 20 日発行）」との記載があり
ますが、選挙期間中であるため、選挙終了後の５月５日発行となりま
した。発行が遅れましたことをお詫びいたします。

予算全般
問 政策や事業の実施にあたり、官と民の役割について
考え方を示していく必要があると考えるがどうか。

答 本来行政が担うべき業務は引き続き区が実施すべき
だが、民間の創意工夫等によりサービス向上が図ら
れるものもある。行政と民間の役割の基本的な考え
方を整理し、効率的、効果的な区政運営に努める。

問 健全で持続可能な財政運営をどのように推進してい
くのか。

答 全事業にわたって必要性などを十分に検証し、徹底
した事務事業の見直しに努めるとともに、行政計画
期間の収支推計に沿った財政運営に努めていく。

問 23年度予算について、改選後の区長が裁量を十分に
発揮できるよう、財源を確保すべきではないか。

答 新規事業や政策的な事業は、当初予算への計上を見
送ったが、緊急性や継続性が求められる事業につい
ては必要な経費を計上した。補正予算の財源は、基
金等の活用で対応できるものと考えている。

歳　　入
問 高齢化社会の進展により、介護等の財政需要が生じ
る一方、特別区税等の歳入は不安定さが増してい
く。今後どのような財政運営を行っていくのか。

答 新たな財源確保に取り組む一方、予算配分の重点
化・効率化を進め、基金等の活用額を設定した予算
編成等にも取り組み、限られた財源の有効活用を図
る。

歳　　出
問 旧東京北部小包集中局跡地の活用について、検討状
況を議会等に報告し、意見を聴くべきである。ま
た、暫定活用終了後は、すぐに着工すべきではない
か。

答 北部地域のみならず、区全体の発展に繋がるよう、
議会や地域の意見を伺いながら検討を進める。財政
状況等を考慮しながら、早期に着工したい。

問 町会では、役員の担い手がいないなど、組織の存
続・継承が課題となっている。区政への影響も考え
られることから、適切な支援が必要ではないか。

答 町会の重要性をＰＲし、町会運営についての助言や
助成などの支援を行ってきた。今後も、様々な課題
に対応をすることにより、一層の支援をしていく。

問 子育て支援施策について、どのように社会全体で子
育てしていくかの議論が必要である。長期的視点に
立った施策を検討すべきではないか。

答 次世代育成支援地域行動計画に基づき、総合的な施
策を推進している。保育の充実や教育の振興を図
り、計画の基本理念の実現に向け全力で取り組む。

問 観光客の増加が期待される中、ごみを減量する方策
を考え、清潔できれいな街をつくり、心和む区を創
出することが行政の責務であると考えるがどうか。

答 現在、一般廃棄物処理基本計画の改定に取り組んで
いる。ごみの発生抑制、分別排出の徹底等により、
清潔で美しいまちづくりを推進していく。

問 区民会館等に観光バス乗客用の待合場所を設置し、
乗客の集合時にバスを回送させるなど、長時間駐車
の抑制と乗降場所の分散化を図るべきではないか。
答 誘導員を配置し、長時間駐車しないよう指導すると
ともに、駐車場の案内を行い、安全確保と駐車対策
に努めている。台東区民会館への待合場所の設置
は、今後、設置の可能性について研究していく。
問 近隣型商店街では自ら事業の企画提案をしていくこ
とが困難な状況であるため、区が積極的に商店街か
らの相談に応じ、提案すべきと考えるがどうか。
答 商店街事業について指導助言を行うとともに、東京
都中小企業振興公社と連携を図り、あらゆる支援事
業を活用し、商店街の活性化に向け支援していく。
問 東京スカイツリーの開業に向けて、隅田公園の整備
及び将来像について、どのように考えているか。
答 東参道二天門口周辺を整備し、東京藝術大学・墨田
区と連携したアート作品の設置等を行う。開業後
は、新たなビューポイントとして築山周辺を整備す
るなど、緑と水辺を活かした公園づくりを推進す
る。
問 浅草六区地区の地区計画は、浅草寺の意見を十分に
聞かず決定してしまった。地域のまちづくりは地元
住民と地権者の合意のもとで進めるべきではない
か。
答 地区計画の作成にあたっては、合意形成に最大限努
めた。運用基準等の策定・適用等にあたっては、関
係者と十分話し合い、調整を図っていく。

問 「こころざし教育」の一層の普及発展のために、ど
のように取り組んでいくのか。
答 将来の夢や目標などを保護者等の前で発表する（仮
称）立志式を検討している。積極的な取組みを支援
し、子どもたちの心に「こころざし」を育んでい
く。
問 本区における公的保育は、これまでどのような役割
を果たしてきたのか。また、今後の具体的な取組み
や方向性を、どのように考えているのか。
答 子どもの健やかな育成や、仕事と子育ての両立の支
援などの役割を担ってきた。幼児教育共通カリキュ
ラムの実践や、認証保育所等と公立保育園の連携の
充実など、質の高い教育･保育を推進していく。
問 国際学力到達度テストの結果からは、ゆとり教育の
影響が懸念される。23年度に施行される脱ゆとり教
育の小学校学習指導要領への取組み状況はどうか。
答 学習指導要領改訂の趣旨をふまえた資料の作成や、
小学校英語活動研修の実施などを進めてきた。今後
も基礎基本の定着と活用する力の育成に努めてい
く。
問 国民健康保険料の賦課方式の変更により低所得世帯
等の保険料が値上げになる。必要な医療を受けられ
るよう、資格証明書の発行をやめるべきではない
か。
答 資格証明書は、保険料負担における公平性確保の観
点から、適切に発行・運用しており、状況に応じて
短期被保険者証を発行するなどの対応をしている。

会計別予算の規模
会　計　名 23年度予算額 22年度予算額 比　　較 増減率（％）

一 般 会 計 878億円 887億円 △9億円 △1.0
国民健康保険事業会計 216億4,700万円 208億4,400万円 8億300万円 3.9
後期高齢者医療会計 38億2,100万円 37億9,600万円 2,500万円 0.7
老人保健医療会計 0円 5,100万円 △5,100万円 △100.0
介 護 保 険 会 計 121億1,800万円 114億4,800万円 6億7,000万円 5.9
老人保健施設会計 5,042万8千円 5,042万8千円 － 0.0
病 院 施 設 会 計 3億5,254万7千円 4億5,277万1千円 △1億22万4千円 △22.1
用 地 会 計 40億3千円 40億3千円 － 0.0

合 計 1,297億8,897万8千円 1,293億4,220万2千円 4億4,677万6千円 0.3

一般会計予算の内訳
一般会計［歳入］
878億円

一般会計［歳出］
878億円

使用料及び
手数料
3.7％

地方消費税
交付金
3.6％

特別区交付金　31.7％
民生費 38.1％

総務費 10.2％

教育費 13.9％

諸支出金 12.9％

衛生費 8.3％

土木費 6.9％

産業経済費 6.1％

特別区税 20.3％

国庫支出金 22.6％

都支出金 6.8％
諸収入 5.2％

繰越金
1.1％

その他 3.0％
繰入金
2.0％

議会費
0.7％

予備費
0.2％

文化
観光費
2.7％

■主な事業

特別養護老人ホーム「千束」運営
身体障害者生活ホーム「フロム千束」運営
こども療育（松が谷福祉会館）

小学校新学習指導要領対応
千束保育園等大規模改修
池波正太郎記念文庫開設１０周年記念
少年野球場グラウンド拡張等整備

子宮頸がん予防ワクチン等接種費助成
乳児家庭全戸訪問
緑の基本計画策定

凌雲橋エレベーター等整備
緑と水辺を活かす隅田公園づくり（園地整備）
密集住宅市街地整備促進

産業振興プランの策定

区長賞創設３０周年記念台東区コレクション展
東京スカイツリー開業台東区記念
浅草文化観光センターの整備

区議会だよりの発行

庁舎老朽化対策
世界遺産登録推進
（仮称）谷中防災・コミュニティ施設の整備

予算特別委員会での主な質疑

平成23年度予算の概要
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