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六木団地18号棟前の空地を整備

綾瀬川の南花畑４丁目付近の草刈りを実施

北加平公園の整備

南花畑ウエルシア前の道路の凸凹を整備

六木団地南側の通りに横断歩道を設置

南花畑３丁目17番地先の道路に児童注意の標識を設置

浜野医院のわきの道路に横断歩道を設置予定

ムクドリ対策のため、川端第一公園の樹木の剪定

佐野公園に散水栓の増設

八百免公園の拡張工事が進行中

カーブミラーの設置
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　四方を川に固まれた当区での水害対策は急務
である。ハード、ソフト両面の対策を早急に進

めるべきだがどうか。

　この度の大雨により、区の対策の弱点も見え、
早急に対策を進めなければな

らない具体的内容も明らかになって
きた。いち早い対応をハード、ソフ
ト両面で行いたいと考えている。
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代表質問第3回 定例会報告

ハード、ソフト両面での水害対策が急務

　区内の学校トイレの洋式化率は小学校で約
40％、中学校で約35％となっている。当区で

も大規模改修とは別に洋式化率の低い学校から優先的
にし、早期にトイレの改修を進めるべきだがどうか。

　区ではトイレ改修工事を改築時及
び大規模改修時に取り組んできた。

これとは別に洋便器化率の低い学校を加
え、着実にトイレ改修工事を実施する。

小中学校のトイレの洋式化を

　「よくある質問集」を配布してはどうか。マ
イナンバーを取り扱う職員の研修を行い、個人

情報保護の取り組みを行っていくべきだがどうか。

　よくある質問集は区ホームページで公開する
ほか、それを抜粋した基本のQ&A集を区窓口

で配布していく。情報セキュリティの研修内容に、今
年度はマイナンバー制度の説明を加えている。来年度
以降も引き続き実施し、取り組みを強化していく。

マイナンバー制度への不安を取り除くために

　区ホームページに骨の健康度をチェックする
ページを掲載してはどうか。また、

住区センター等に推定骨量の測定計を常備
し測定してもらう等、自分の骨の健康に気
付ける環境づくりに取り組んではどうか。

　提案のとおり、ページの掲載が行えるよう検
討する。また、住区センター等へは、利用者が

気軽に測定できる簡易な機器の設置を検討していく。

骨粗しよう症予防のために環境づくりを

　自転車走行環境の総合的な整備計画の策定に
取り組んではどうか。自転車ナビマーク※を優

先して路線に整備してはどうか。

　まずは駅周辺の走行環境整備を進め、
今年度、梅島駅周辺や大師道への設置

を予定しており、効果を検証した上で、自転
車利用の多い北千住駅や西新井駅周辺を対象
として警視庁と連携し、設置を進めていく。

自転車走行環境整備で事故の未然防止を図れ

　就学前の6歳未満の子どもがいる家庭に、「研
修を受けた地域の子育てボランティアが訪問す

る家庭訪問型子育て支援（ホームスタート事業）を実
施すべきだがどうか。

　ボランティアによる家庭訪問は、
親の心の安定、児童虐待の未然防止

にも効果的と考えている。家庭訪問型の子
育て支援事業の実施に向け検討していく。

家庭訪問型子育て支援の実施で孤立家庭の支援を

区民の命と暮らしを守る諸施策の充実を!
平成27年　第3回定例会にて、代表質問の概要をご報告いたします。

※自転車ナビマーク……自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を路面に表示したもの

　18号棟前の空地は草刈り
も大変で整備を要望するお
声をいただき、中山都議とも
連携し整備が完了しました。

　川端第一公園にたくさん
のムクドリが住みつき被害が
出ていたため、思い切り短く
樹木の剪定をしてもらい、ム
クドリがいなくなりました。

　災害対策のため、地元町
会からも散水栓の増設の要
望がよせられ、足立区で初
めての伸縮するタイプの散
水栓が設置されました。

　八百免公園の水田が使用されなくなったため、早期の
拡張工事の要望が地元町会
からも寄せられていました
が、この度工事が始まりまし
た。来年度、整地されフェン
スも取り払われる予定です。

　見通しの悪い四つ角に左
右にカーブミラーの設置を
しました。

　近くに第十三中学校もあ
り、出会いがしらの事故の
危険のある四つ角にカーブ
ミラーを設置しました。

　川沿いに散歩も出
来ないくらいに草が
生い茂っており草を
刈り、さっぱりしま
した。

　北加平公園の草刈
りや整地を実施し、
グラウンドゴルフな
どの遊技もやりやす
くなりました。

　雨の日には車から
の泥はねが歩道にま
で飛んでくるような
凸凹を修理しました。

　中川北小学校の通
学路にもなってお
り、道幅の広い通り
のため、横断歩道を
設置しました。

　花畑小学校から学
童保育への通学に使
用される四つ角に児
童注意の道路標識を
設置しました。

　痛ましい事故の
あった道路に足立区
と警視庁と対策を協
議した結果横断歩道
を設置予定です。



マイナンバーって何？ マイナンバー（個人番号）とは、国民一人
ひとりが持つ12桁の番号のことです。

マイナンバーはいつ、どんなときに必要なの？
平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

法令で定められた手続のために、行政機関や民間企業などへマイナンバーを告知しなくてはなりません。

「通知カード」って何？
　個人番号をご本人にお知らせするための紙製の
カードです。今後、個人番号を利用したお手続き
の際に、提示を求められる場合があります。大切
に保管してください。

「個人番号カード」って何？
　顔写真付きのICチップが搭載されたカードで
す。個人番号カードをご希望の方は、申請が必要
です。

個人番号カードのメリットは？

・本人確認のための身分証明書として使用できます。
・住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を
全国のコンビニで取得できます。窓口手数料の
約半額で取得できます。

・オンラインバンキング
をはじめ、民間のオン
ライン取引等に利用で
きるようになる見込み
です。

セキュリティは万全なの？
・平成28年（2016年）1月より、個人番号カー
ドの一時利用停止を24時間365日受け付け
ます。

・仮に紛失しても、顔写真付のため、第三者が容
易になりすますことはできません。また、電子
証明書ごとに暗証番号が設定されています。暗
証番号を知らないとなりすましできません。

・ICチップには必要最小限の情報のみ記録して
いるため、税関係情報や診療履歴など、プライ
バシー性の高い情報は記録されません。

マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

マイナンバー総合フリーダイヤル
マ     イ    ナン  バー（

無
料
）

平　日　9時30分～22時
土日祝　9時30分～17時30分（年末年始12/29～1/3除く）

☎0120-95-0178

平成26年度会計に関する決算特別委員会
平成27年10月5日より6日間にわたり、決算特別委員会が開催
されました。主な質問内容は下記の通りです。

❶区が保有する体組成計は筋肉量や推定骨量など精密に
図れる。もっと活用すべきだ。
⇨糖尿病月間で測定会を実施するなど、様々な機会を捉
えて実施を検討したい。

❷マイナンバーに関する相談窓口で写真を撮ってくれる
サービスを実施してはどうか。
⇨なるべくサービス向上のために対応を図りたい。
　（※区役所別館3階で65歳以上の方を対象に写真を
撮ってくれるようになり、実現しました）

❸住区センターのトイレの洋式化を進めてほしい。
⇨改修の際には、洋式化して洗浄機能付き便座を付ける。
構造的につけられない場合は、かぶせて洋式化できる
簡易な方法も採用する。（※六木住区センターのトイ
レが一部洋式化されました）

❹認知症の方の衣類
に番号をプリント
する安心プリント
の機械は、もう少し増やせないか。
⇨来年度、できれば4台予算計上して増やしたい。

❺特定健診を受診した方で、糖尿病を治療せずに放置し
ている人に対策を実施すべきだ。
⇨60代の方には糖尿病を放置しておくことの怖さを啓
発するお手紙を送付することを検討したい。

❻花畑川にかかる富士見橋は、架け換え工事の入札が5
回も不調になっている。今後の対策は?
⇨資材の高騰や技術者不足などの原因で不調が続いてい
る。今後は設計等を組み直すなどして再度挑戦したい。

管轄の地域包括支援センター

　認知症などにより、見守りの必要な方が
警察に保護された場合や、外出中に救急搬
送された場合などに「見守りキーホルダー」

を持っていると、警察や医療機関などからの照会に対し、迅
速な身元確認や緊急連絡先の方へ連絡ができます。 裏面

見守りナンバーによる
身元照会

利用者・緊急連絡先の
情報提供

緊急連絡先
（親族など）

管轄の地域包括
支援センター

☎3887-1261

対 象 者

申請及び配布先

無料
高齢者見守りキーホルダー登録システム高齢者見守りキーホルダー登録システム

見守りキーホルダー登録システムのしくみ

①65歳以上で、認知症状などにより見守りが必要な方
②65歳以上で、ひとりでの外出に不安がある方

費 用 無料（お一人に1個配布します）

注 意 事 項

問い合わせ先 高齢サービス課在宅支援係　☎03-3880-5257　足立区中央本町1-17-1（中央館3階）

外出の際は見守りキーホルダーを携帯してください。また、紛失
しないようにバッグや杖などにしっかりつけてください。

利用者

警察・消防・病院

足立区高齢者見守りセンター

警察に保護された!
救急搬送された!

連絡

24時間 365日 対応!

例えば…学生なら
◆アルバイト先へ
◆奨学金の申請時に学校へ
◆勤労学生控除の手続時に勤務先へ

例えば…主婦・保護者なら
◆パート・アルバイト先へ
◆児童手当の申請時に市区町村へ
◆子どもの予防接種時に市区町村へ

例えば…従業員なら
◆源泉徴収票を作成してもらう時に勤務先へ
◆健康保険や雇用保険などの手続時に勤務先へ

例えば…保険加入者なら
◆保険金の支払いや特定口座の開設
などの手続時に金融機関へ

例えば…高齢者なら
◆福祉や介護制度利用時に市区町村へ
◆災害時の支援制度を利用する際
　市区町村へ

※有効期限は交付から
10回目の誕生日まで
です。20歳未満の方
は５回目の誕生日まで
です。

※本人確認のための身分
証明書にはなりません。
※有効期限はありません。

例えば…

一部IP電話等でフリーダイヤルに繋がらない場合は
マイナンバー制度の
お問合せ ☎050-3816-9405
通知カード・個人番号
カードのお問合せ ☎050-3818-1250
区のマイナンバー
専用お問合せ ☎03-3880-7133
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※有効期限は交付から
10回目の誕生日まで
です。20歳未満の方
は５回目の誕生日まで
です。

※本人確認のための身分
証明書にはなりません。

※有効期限はありません。

例えば…

一部IP電話等でフリーダイヤルに繋がらない場合は
マイナンバー制度の
お問合せ ☎050-3816-9405
通知カード・個人番号
カードのお問合せ ☎050-3818-1250
区のマイナンバー
専用お問合せ ☎03-3880-7133
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六木団地18号棟前の空地を整備

綾瀬川の南花畑４丁目付近の草刈りを実施

北加平公園の整備

南花畑ウエルシア前の道路の凸凹を整備

六木団地南側の通りに横断歩道を設置

南花畑３丁目17番地先の道路に児童注意の標識を設置

浜野医院のわきの道路に横断歩道を設置予定

ムクドリ対策のため、川端第一公園の樹木の剪定

佐野公園に散水栓の増設

八百免公園の拡張工事が進行中

カーブミラーの設置
神
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　四方を川に固まれた当区での水害対策は急務
である。ハード、ソフト両面の対策を早急に進

めるべきだがどうか。

　この度の大雨により、区の対策の弱点も見え、
早急に対策を進めなければな

らない具体的内容も明らかになって
きた。いち早い対応をハード、ソフ
ト両面で行いたいと考えている。

10号
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代表質問第3回 定例会報告

ハード、ソフト両面での水害対策が急務

　区内の学校トイレの洋式化率は小学校で約
40％、中学校で約35％となっている。当区で

も大規模改修とは別に洋式化率の低い学校から優先的
にし、早期にトイレの改修を進めるべきだがどうか。

　区ではトイレ改修工事を改築時及
び大規模改修時に取り組んできた。

これとは別に洋便器化率の低い学校を加
え、着実にトイレ改修工事を実施する。

小中学校のトイレの洋式化を

　「よくある質問集」を配布してはどうか。マ
イナンバーを取り扱う職員の研修を行い、個人

情報保護の取り組みを行っていくべきだがどうか。

　よくある質問集は区ホームページで公開する
ほか、それを抜粋した基本のQ&A集を区窓口

で配布していく。情報セキュリティの研修内容に、今
年度はマイナンバー制度の説明を加えている。来年度
以降も引き続き実施し、取り組みを強化していく。

マイナンバー制度への不安を取り除くために

　区ホームページに骨の健康度をチェックする
ページを掲載してはどうか。また、

住区センター等に推定骨量の測定計を常備
し測定してもらう等、自分の骨の健康に気
付ける環境づくりに取り組んではどうか。

　提案のとおり、ページの掲載が行えるよう検
討する。また、住区センター等へは、利用者が

気軽に測定できる簡易な機器の設置を検討していく。

骨粗しよう症予防のために環境づくりを

　自転車走行環境の総合的な整備計画の策定に
取り組んではどうか。自転車ナビマーク※を優

先して路線に整備してはどうか。

　まずは駅周辺の走行環境整備を進め、
今年度、梅島駅周辺や大師道への設置

を予定しており、効果を検証した上で、自転
車利用の多い北千住駅や西新井駅周辺を対象
として警視庁と連携し、設置を進めていく。

自転車走行環境整備で事故の未然防止を図れ

　就学前の6歳未満の子どもがいる家庭に、「研
修を受けた地域の子育てボランティアが訪問す

る家庭訪問型子育て支援（ホームスタート事業）を実
施すべきだがどうか。

　ボランティアによる家庭訪問は、
親の心の安定、児童虐待の未然防止

にも効果的と考えている。家庭訪問型の子
育て支援事業の実施に向け検討していく。

家庭訪問型子育て支援の実施で孤立家庭の支援を

区民の命と暮らしを守る諸施策の充実を!
平成27年　第3回定例会にて、代表質問の概要をご報告いたします。

※自転車ナビマーク……自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を路面に表示したもの

　18号棟前の空地は草刈り
も大変で整備を要望するお
声をいただき、中山都議とも
連携し整備が完了しました。

　川端第一公園にたくさん
のムクドリが住みつき被害が
出ていたため、思い切り短く
樹木の剪定をしてもらい、ム
クドリがいなくなりました。

　災害対策のため、地元町
会からも散水栓の増設の要
望がよせられ、足立区で初
めての伸縮するタイプの散
水栓が設置されました。

　八百免公園の水田が使用されなくなったため、早期の
拡張工事の要望が地元町会
からも寄せられていました
が、この度工事が始まりまし
た。来年度、整地されフェン
スも取り払われる予定です。

　見通しの悪い四つ角に左
右にカーブミラーの設置を
しました。

　近くに第十三中学校もあ
り、出会いがしらの事故の
危険のある四つ角にカーブ
ミラーを設置しました。

　川沿いに散歩も出
来ないくらいに草が
生い茂っており草を
刈り、さっぱりしま
した。

　北加平公園の草刈
りや整地を実施し、
グラウンドゴルフな
どの遊技もやりやす
くなりました。

　雨の日には車から
の泥はねが歩道にま
で飛んでくるような
凸凹を修理しました。

　中川北小学校の通
学路にもなってお
り、道幅の広い通り
のため、横断歩道を
設置しました。

　花畑小学校から学
童保育への通学に使
用される四つ角に児
童注意の道路標識を
設置しました。

　痛ましい事故の
あった道路に足立区
と警視庁と対策を協
議した結果横断歩道
を設置予定です。


