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本号の内容
　表面：タウンミーティングのご案内
　裏面：2019 年度予算要望提出

かわごえ誠一連絡先
〒124-0012 葛飾区立石８-４７-１８
携帯電話 ０９０-２９３２-７３１５
ｅ-mail  ： info@kawagoeseiichi.com

タウンミーティングのご案内
テーマ：発達障害の子育てを支える (仮題)

　　　ペアレントメンターの取組みについて
と　き：平成 30 年 12月 15日（土）１０：００～　開場 9：45
会　場：かつしかシンフォニーヒルズ  　別館４階　ライラック　葛飾区立石６-33-1
 連絡先ｅ-mail  ： info@kawagoeseiichi.com　※会場の都合上事前にご連絡いただけると幸いです。　

講　師：「未来えんじん」　（葛飾区で 障害者理解や家族支援のため活動中のグループ） 　

　

かわごえ誠一プロフィール
●昭和38年3月川崎市生まれ ●東海大学第二工学部建設工学科

卒 ●立石在住30年 ●一男二女の父親 ●保育園/学童保育クラ

ブ父母会,小中学校ＰＴＡ,おやじの会,図書館友の会,子育てネ

ットワーク,三番瀬保全活動などに携わる ●元東京工業大学附

属科学技術高校非常勤講師 ●本田消防団第四分団員 ●葛飾区

ボッチャ協会会長 ●前都議会議員伊藤まさき秘書を経て平成

25年区議会議員選挙で初当選・平成29年二期目当選 ●かつし

か区民連合幹事長 ●現在所属：議会運営委員会／総務委員会

／地域活性化対策特別委員会

ミニ
かわごえ誠一

◆ペアレント・メンターとは、自らも発達障害のある子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニング
を受けた親を指します。メンターは、同じような発達障害のある子どもをもつ親に対して、共感的なサポートを行い、
地域資源について情報提供することができます。今回は葛飾区でペアレントメンターとして活動するグループ「未
来えんじん」の取り組みの報告をしていただき、今後の葛飾区での保護者の支え合いについて考えたいと思います。

区議会議員選挙から一年を迎えて　この 11月で昨年の区議会議員選挙から一年が経
ちました。区議選後、五名の仲間で会派「かつしか区民連合」を結成し、かわごえは現在幹
事長を務めさせていただいています。この一年、子育て支援やまちづくりなど様々な面で取
組みを進めてまいりましたが、まだまだ先は長いと感じています。今後ともかわごえ誠一の
活動へご理解いただけますようお願い申し上げます。         ( 写真は８月 6日の広島平和記念式典にて )



かわごえ誠一＜ぱぱちゃりライダー＞ブログ～http://seykawagoe.exblog.jp/

Facebook→かわごえ誠一ご覧ください
かわごえ誠一オフィシャルサイト～www.kawagoeseiichi .com
日々の活動は Facebook→かわごえ誠一をご覧ください

かつしか区民連合　2019 年度予算要望報告
　去る 10 月 19 日にかつしか区民連合として青木かつのり区長に

２０１９年度予算要望書を提出しました。今号では 30 ページを

超える予算要望書の項目をご紹介します。

１．区政全般について　◆財源確保について ◆後期実施計画

について ◆東京 2020 オリンピック・パラリンピックについて

２．総務管理について　◆適正な公文書管理 ◆公共施設の在

り方 ◆マイナンバーの安全性と活用 ◆公衆無線 LAN（Wi-Fi）の

整備 ◆ＡI・ビッグデータの導入 ◆かつしか電子マップ充実 ◆

区史の継続体制 ◆相続ワンストップサービスの導入 ◆ポイ捨て

禁止パトロールの拡大 ◆区発送郵便物の宛名表示

３．文化振興・協働について ◆文化芸術振興計画の策定 ◆

協働の推進◆ 市民活動支援 ◆地域貢献サポートデスクの充実

４．人権推進について　◆人権推進指針の見直し ◆男女平等

参画社会に向けて ◆性的マイノリティーへの支援の充実 ◆犯罪

被害者への支援 ◆ドメスッティックバイオレンスへの相談・支

援 ◆葛飾区同和対策仮奥戸集会所

５．防災・危機管理　◆消防団及び市民消火隊・町会への支援 

◆帰宅困難者対策 ◆災害時要配慮者対策 ◆福祉施設の災害対応

（危機管理）マニュアル作成支援 ◆福祉施設等の職員への防災教

育 ◆備蓄倉庫対策の充実 ◆水害対策 ◆防災自治組織の資質向

上及び、マンションの防災対策 ◆学校避難所運営について ◆避

難場所の夜間対応について ◆災害復興時への支援 ◆他自治体・

各種団体・企業との防災協定の締結 ◆危険ドラッグ及び特殊詐

欺の撲滅への取り組み

６．投票率の向上について　◆投票率向上への取り組み強化

７．産業 ,観光 , 雇用について　◆産業・観光イベントの継続

的支援 ◆外国人観光客の誘致 ◆伝統産業保護・育成の販路拡大

支援事業 ◆東京理科大学葛飾キャンパスとの産学公連携支援 ◆

区内企業の国際展開に対する支援 ◆雇用対策◆地元建設業の若

手育成 ◆中小めっき製造業支援の特殊検診 ◆中小企業の支援

８．高齢者福祉・障害者福祉について　◆高齢者総合相談セ

ンターの充実 ◆家族介護者への支援 ◆成年後見事業 ◆生活介

護員制度の拡充について ◆介護予防 ◆介護サービス事業者支援 

◆介護虐待防止 ◆高齢者の無縁死対策 ◆シルバー人材センター 

◆企業内就労訓練事業指導員派遣費の継続 ◆高次脳機能障害・失

語症への支援 ◆特定健康診査の受診率向上

９．子育て支援について　◆子育て支援拠点施設 ◆保育園待

機児童解消 ◆保育人材の確保 ◆私立保育園支援 ◆保育園の子育

て支援機能の充実 ◆発達に心配がある子どもたちの支援 ◆放課

後等児童デイサービスの充実 ◆特別支援教育を終えた子どもた

ちへの支援 ◆ヤングケアラー・兄弟姉妹（きょうだい）児への

支援 ◆ひとり家庭支援 ◆貧困家庭の子どもへの支援 ◆児童虐

待防止 ◆児童相談所の移管 ◆若者支援 ◆児童館機能と中高生

への支援

10.  医療環境について　◆医療環境の充実 

11．衛生管理・公衆衛生について　◆予防接種拡充 ◆精神

疾患者への支援 ◆依存症対策と支援 ◆難病支援 ◆不妊治療助成

の拡充 ◆動物愛護 ◆民泊の規制と宿泊施設の拡充 ◆熱中症対策

12．生物多様性について　◆環境ボランティアの人材育成 

◆水元公園 ◆特定外来生物 ◆エコロジカルネットワークの構築

13．地球温暖化対策について　◆生垣化・屋上・壁面緑化事

業など ◆再生可能エネルギー推進 ◆スマートシティの実現 ◆

水素社会の実現

14．リサイクル・清掃について　◆資源回収と資源の有効

活用 ◆不法投棄・抜取り対策 ◆災害時の清掃車両などの活用

15．公害・放射線対策について　◆鍍金工場の公害測定支

援 ◆放射線対策の継続

16．街づくりについて　◆耐震改修・耐震診断助成・不燃化

対策・液状化対策 ◆木造密集地域不燃化特区の推進 ◆空き家

対策 ◆無電柱化 ◆街のユニバーサルデザインの推進 ◆新小岩

駅周辺のまちづくり ◆青砥駅前広場の整備 ◆堀切菖蒲園駅前

のまちづくり ◆南綾瀬地区のまちづくり ◆四ツ木駅周辺のま

ちづくり ◆立石駅周辺のまちづくり ◆高砂駅周辺のまちづく

り ◆金町駅北口の安全な歩行空間の確保

17．交通政策について　◆公共交通網拡充 ◆新金線旅客化 

◆放置自転車対策及び駐輪場の利用・設置 ◆自転車運転マナー

向上 ◆物流への支援

18．公園整備について　◆公園での使用制限の緩和 ◆葛飾

あらかわ水辺公園の改善 ◆鎌倉公園野草園の整備

19．河川の活用について　◆河川計画策定 ◆災害（水害）

対策 ◆川とまちづくりとの連携 ◆環境との連携

20．学校教育について　◆民間人校長の採用 ◆外部人材の

評価と管理の一元化 ◆教員の多忙化解消と業務効率体制整備 

◆教員のメンタルヘルス対策の充実 ◆小中一貫教育 ◆学校図

書館機能の充実 ◆道徳教育 ◆防災教育 ◆環境学習・学校ビオ

トープの整備 ◆キャリア教育 ◆社会保障・税の学習 ◆子ども

の社会参画 ◆いじめ対策 ◆不登校の児童生徒への支援◆ スク

ールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの拡充 ◆特別

支援教育の充実 ◆外国にルーツをもつ児童生徒の支援 ◆子ど

もの体力向上 ◆子どもたちへの食の安全 ◆学校給食の無償化 

◆小児生活習慣病予防健康診査の受診率向上 ◆家庭と学校との

連携による登下校時の安全策 ◆危機管理の情報発信

21．学校施設について　◆学校設備の整備の対応 ◆工事の

入札と発注時期 ◆夜間照明の増設 ◆体育館の空調設備の導入

22．社会教育について　◆公共図書館の充実 ◆郷土と天文

の博物館 ◆歴史文化の保全 ◆学校地域応援団の支援 ◆区民大

学の充実 ◆PTA 活動への支援 ◆父親の教育参加 ◆子どもを犯

罪から守るまちづくり活動 ◆子どもの遊び場の支援◆ 学童保

育クラブとわくわくチャレンジ広場 ◆学校と学童保育の連携

23．社会体育について　◆総合型スポーツクラブの拡充 ◆

障がい者スポーツの振興

24．区職員の処遇、雇用について　◆人事院勧告の取り扱

い ◆会計年度任用職員 ◆障がい者雇用

25．契約関係  ◆公契約条例の検討 ◆低入札の防止 ◆工事

契約の改善 ◆委託管理契約 ◆労働環境モニタリングの継続

区民連合５名で青木かつのり区長に予算要望書を提出区民連合５名で青木かつのり区長に予算要望書を提出
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