①練馬こども園の創設主

線の整備を︒

日程度の利用日数の増加を見

ル人工芝を選定予定︒年間

セキュリティの強化等の効果

企画 ①経費削減効果や情報

①財政運営をどう考える

年度予

④用具の貸し出しについて区

力

億円

億円積み増す案が提示

は︑この大江戸線延伸推進基

金を

されている︒昨年度の

から大幅に増額されたことは

区長 ① 年 月に都と事務

期待する︒区長の考えは︒

万円の歳入を計上︒ 喜ばしいが︑さらなる増額も

手続きを進める︒③

算に 千

民意見を聴取し検討する︒

中島

①実務的な協議により︑

◆大江戸線の延伸について

問
●

練馬区議会自由民主党

対する︑練馬区の確固たる決

レベルの協議の場を設けた︒

今後︑新駅周辺を含む沿線ま

ちづくり等の協議を進める︒

②都との協議を踏まえ区民の

理解を得ながら︑さらなる積

み増しを積極的に検討する︒

◆新しい教育委員会制度につ

①区長としての教育行政

携し直ちに必要な措置をとる︒

責任において教育委員会と連

②緊急事態が生じた際は私の

議しながら︑充実に努める︒

区長 ①教育委員会と十分協

長としての取り組みは︒

や体罰︑危機事象に対する区

に取り組む考えは︒②いじめ

問
●

都と区の協力体制が一層進み︑ いて

事業化へと結びついていくこ

意を示せ︒平成

制度である︒大江戸線延伸に

地域文化 ①天然芝に近い感

年度予算で

覚でプレーできるロングパイ

①特定緊急輸送道路沿道

な所で子育て支援総合案内を︒ 建築物の耐震化推進を︒②旧

問
●

教育長 ①定員を千 人拡大︒ 耐震マンションの建て替え円

員の配置と活用︑庁内連携を︒ で保育士人材確保を︒④身近

③老老介護の実態把握と訪問

②

園実施を目指す︒

③既に処遇改善等を実施︒今

区役所に配置︒順次拡大︒

◆ 清掃リサイクル施策について

副区長 ①対象の 棟すべて

耐震化の相談体制の充実を︒

滑法の活用を︒③マンション

相談対応を︒④一時的に受け

後も有効な方策を検討︒④す

年度

入れる施設を︒⑤認知症地域

区長 ①地域包括ケアシステ

支援推進員の設置を︒

年度

くすくアドバイザーを

年度に高齢者相談センター

ムの確立を目指す︒ 福祉 ②

本所 か所に配置︒連携は︑

義彦

新ビジョンで
夢と希望あふれる練馬区を！

宮原

①ごみ排出量が 区で

番少ない練馬区に︒②優秀集

問
●

練馬区議会公明党

庁内検討委員会で検討︒③高

齢者基礎調査から把握︒新ビ

の耐震診断が実施される見込

み︒②法を活用した建て替え

検討も促す︒③アドバイザー

派遣等により一層促進︒

①空き家の実態調査を︒

◆空き家対策について

問
●

②空き家を円滑に建て替える

仕組みを︒③空き家等の除却

跡地を行政目的として活用し

税負担軽減の取り組みを︒④

積所制度の導入と不法投棄防

新ビジョンに空き家対策計画

ジョンで見守り訪問事業の対

止監視カメラ設置を︒③リサ

都市整備 ① 年度に実施︒

の記載を︒⑤空き家対策の条

象とした︒④短期入所施設等

イクルセンターの運営改善を︒ 例の早期制定を︒

を検討︒②効果的な方策を地

環境 ①不燃ごみの資源化等

の整備を充実︒⑤医療介護連
携推進員が兼任する︒
◆子育て支援について

域住民と検討︒③事業者選定

の際︑運営のあり方を検討︒

①待機児ゼロへの取り組

み状況は︒②練馬こども園の

◆ マンションの耐震化について

②建築基準法の運用も検討︒

③実効性のある施策を検討︒

※

④⑤アクションプランに位置

付けた︒条例制定も検討︒

平成27年第一回定例会の一般質問は、2月9日・10日・12日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の要旨を掲載しています。全文は１か月後に発行予定の会議録をご覧ください。
会議録は、区立図書館、区民情報ひろば（区役所西庁舎1階）、区議会ホームページで閲覧できます。また、本会議の映像は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。

※クラウドコンピューティング ⁝インターネットを通じて様々なサービスやソフトウェアを利用できる仕組み︒

◆都区財政調整について

問
●

都市整備 導入に向け意向調

問
●
旨は︒②学校応援団ひろば事

年度中に取り組み項目を示
す︒②ビジョンの実現に向け

ウェアの開発・運用経費の増

①新予算に対する区長の

５

◆区政運営の新しいビジョン

入をどう見込むか︒③財政調

億円︒交
億円︒③

千
千

％減の約 兆

項目が新たに需要額に算定等︒
今後も区の実態を反映した算

問
●

２

について
◆ 西武新宿線の立体化について

か所に専

◆大泉さくら運動公園多目的

①新しい教育委員会の運

①人工芝の具体的な種類

運動場について

とを期待するところだが︑こ

●
問

年度に設計等の諸

込む︒②

査等を実施︒充実に取り組む︒ か︒②平成

が見込まれる︒課題はソフト

業と学童クラブの整合性は︒
年度調整税の歳

的確に対応︒③事業者選定に
一定の要件を設ける等︑受注
③今後増加する高学年の需要

①行政需要からビジョン

万枚

に自動交付機利用者に

に反映した点は︒②ビジョン

問
●

加等︒ 区民 ②
を交付するため︑

月まで

整協議の結果と今後の区の考
えはどうか︒

用窓口を設置し職員を増員︒

年

①西武新宿線立体化の早

期実現を︒②野方から都立家

区長 ①厳しい財政運営が続

問
●

くが︑アクションプランに基

対策は︒④民間学童保育の具
政・鷺ノ宮駅を含む井荻駅付

体的な取り組みとは︒⑤在宅
近の立体化の進捗状況は︒

新たな人事評価制度を構築︒

区長 ①乳幼児一時預かりの
教育長 ①保護者が選択でき

子育て家庭への支援策は︒

素案への区民の意見と対応は︒ 機会の確保と雇用を拡充︒④
◆区内経済の活性化︑特に商

づき区民サービスを安定的に

問
●

◆教育について

施し事業化の可能性を検討中︒ 付金総額は

②都は構造形式等の調査を実

さらなる機運醸成に取り組む︒ 提供︒ 副区長 ②調整税は

都市整備 ①都に働きかけ︑

小林 みつぐ

定となるよう協議に臨む︒

教育会議の運営と協議事項を︒ ◆情報化施策について

持つ機能や特色を維持しつつ︑ 営に関する考えとは︒②総合
一体的な運営を行う︒③試行

大江戸線延伸基金の
さらなる積み増しを

るサービスを提供︒②双方の

※

店街について
①プレミアムお買物券の

早期発行で︑区内消費の拡大

練馬区議会自由民主党

緊急経済対策の早期実施で
区内消費の拡大を

問
●

拡大等︑多くの事業を戦略計

会中に報告する︒
①区財政の見通しは︒②

◆当初予算について

問
●

企画 ①引き続き厳しい運営

当初予算編成方針と工夫は︒
と予測︒②ビジョンの戦略計
画を着実に推進する予算とし︑ を︒②地域の交流促進と活性

の実務的な協議の現在の進捗

※

と︑利用改善の想定は︒②夜

区長 ①制度改革の趣旨を踏

実施ののち︑本格実施に移行︒ ③大綱の策定時期は︒

①クラウドコンピューテ

④﹁︵仮称︶ねりっこクラブ﹂

ィングの利用の効果と課題は︒ 間照明設置の考えは︒③施設

・自治会への助成事業を含め

化を図る団体︑商店街・町会

問
●

◆行政改革について

所要額の精査等に努めた︒

状況は︒②大江戸線延伸推進

教育長 ①関係者ときめ細か

思いと基本的考えは︒②新た
対策の課題は︒④安否確認ボ

年度より創設した

基金は︑我が会派の要望を受

く協議︒②③学校︑区︑事業

な財源確保を︒③今後の災害
ード配布の際は丁寧な説明を︒

け︑平成

整備に関する財源確保の進捗

②マイナンバー制度の個人番

副区長 ①余剰電力活用を協

者等責任や管理区分の明確化
行実施後︑施設改修と体制整

略計画を着実に推進︒②新た

えるか︒

年度中︒ とどのような体制で行うのか︒ 層の利用環境の向上をどう考

一般質問︵要旨︶

備等を協議︒③平成

状況は︒④野外炊事広場の一

号カードの交付枚数の見込み

公共交通空白地域改善計

年

月開催︒教育環境の整

問
●

◆公共交通の充実について

略計画に位置付けた︒

まえ早期に新体制に移行︒②

用し︑今定例会で補正予算案

産業経済 ①国の交付金を活

た経済対策予算の計上状況は︒ の担い手としても育成︒⑤戦

①今後の対応は︒②今後

を示す︒②

の財政運営の考えは︒③委託

問
●
民営化で区内産業の創出・区
年度当初予算案

内事業者の活用・雇用の拡大

桜台駅から区役所間のバス路

号線・

病院改築の情報周知を︒③光

画の見直しで︑環状

副区長 ①検討組織を設置し︑ ◆子ども子育て施策について

が丘駅地下に機械式自転車駐

を︒④人材育成の取り組みを︒ で事業の拡充を図った︒

◆高齢者相談事業について

議︒避難拠点等での自立電源

を図る︒④適切に配置︒⑤試

車場設置の検討状況は︒④こ
ぶしハーフマラソンの周知は︒ 生の放課後の居場所の改善は︒ ◆新年度予算と新たなビジョ

りマルシェ﹂で魅力を発信︒

①人口減少地域への対策

◆新ビジョンについて
①街かどケアカフェの機

の充実を検討︒②進捗状況に

能と運営は︒②高齢者への取

問
●

に︒④保健室的な機能を︒⑤

実施に当たっての予算確保は︒ り組みは︒③顔見知りを常駐

合わせ広く周知︒③需要予測

備を進め本格実施に移行︒⑥

⑥練馬区の目指す将来像は︒

な国の交付金活用も検討︒③

①学校給食に交流都市の

371

問
●
は︒②新ビジョンは地方版総

空き店舗の活用を︒⑥在宅生

合戦略なのか︒③新ビジョン
④プレミアム付商品券事業な
活支援事業の利用促進を︒

ンについて

区長 ①人口減少は緩やかに

どの実施を︒

等を実施中︒ 地域文化 ④チ

◆教育について

居場所拡大と内容充実を検討︒ ⑤ボードに発災時の心得を︒

福祉 ①専門職による相談か

子どもから高齢者まで
安心安全のねりまへ

程と区の方針は︒②教育の中

木造住宅密集地域の改善等︒

問
●

27

推進を︒③さらなる処遇改善

問
●

進むと見込む︒区の特性を生
※

かす施策を進める︒②ビジョ
版総合戦略と位置付ける︒③

ンとアクションプランを地方

立性確保は︒③特別支援教育

区長 ①ビジョンに掲げた戦

における合理的配慮は︒④重

危機管理 ④使用方法を十分

①総合教育会議の設置日

複障害児への取り組みは︒⑤

に周知︒⑤ボードに心得を記

問
●

◆ 放課後の居場所作りについて

ら支援まで一体的運営を予定︒ ラシを再度戸別配布する等︒

読書通帳活用で読書推進を︒

載し啓発︒ 企画 ⑥新しい成

内田 ひろのり

①学童クラブと学校応援

区長 ① 年 月に開催︑学

練馬区議会公明党

団ひろば事業関係者の意見と

企画 ④交付金活用を検討中︒

問し支援につなげる︒③④常

協力を得られたい︒②学校応

事業費を積算し財政面を担保︒

駐相談員は看護師や保健師を

②相談員が民生委員と同行訪

農産物を取り入れては︒②練

予定︒⑤地域状況を踏まえ検

◆ 地方創生と都市農業について

馬産の農産物にさらなる付加

熟都市を目指す︒

問
●

価値を︒③練馬産農産物と異

力向上等を協議︒②担保され

◆高齢者地域包括ケアシステ
ムについて

ると考える︒ 教育振興 ③障
◆光が丘の街づくりについて

害の特性に応じ適切に対応︒

①介護についての基本的

④新たな方針の策定を検討︒

⑤費用対効果等を精査し検討︒ 考えは︒②医療介護連携推進

問
●
年生まで拡大に伴う施
設整備と運営体制は︒⑥中高

ラブ

ロック毎に配置を︒⑤学童ク
ルギー確保は︒②練馬光が丘

掃工場の活用と災害時のエネ

問
●

①建て替え後の光が丘清

理解と協力を︒④区職員をブ

産業経済 ①ニーズを把握し
活用を検討︒②ブランド化の
推進を計画︒広くＰＲ︒③事
業者のマッチングを支援︒﹁ね

24

27

800

23

20

区の考え方をまとめ︑本定例

画に盛り込む︒②区民意見と

６

６

27

27

23

101

585

50

１

0.9
７

７

743

１

９

業種とのコラボレーションを︒ 討︒⑥ケアマネジャーと連携︒ 援団の底上げを︒③小学校の

４

27

27

4

１

27

27

４

８

27

年度〜 年度 ︶
27

27

29

27

※アクションプラン ⁝区政運営の新しいビジョンに基づく実行計画︵戦略計画をはじめ︑主要な事業の年度別計画

29

６

27

27

４

27

2
No.196
平成27年（2015年）4月15日

区 議 会 だ よ り

安倍政権の民意に背き民

◆区長の基本姿勢について

問
●

①国保広域化で国民にさ

らなる負担の押しつけをやめ

●
問
介護を保険から外す国の制度
改悪に対し︑区の認識と対応

体的な計画は︒③﹁サービス

護サービスを選択できる環境

確保が課題︒④区立施設や空

的障害

件︑

件︒グループホー

件︑精神障害

身体障害

ムへの移行等指導・改善を行

付き高齢者住宅﹂の区内での

い︑定期的な見守り支援を継

①前川区政のスタートラ

き店舗活用を検討︒社会参加

問
●

というニーズにも応えて創設︒ ◆区長の基本姿勢について
◆学童クラブについて

や地域とのつながり︑支援活

棟数と入居者数は︒また︑サ

インに立って︑職員や区民と

①待機児 名は詰め込み

の触れ合いを通しての感想は︒ ービス上の課題は︒④﹁街か

●
問

床︒ でなく増設を︒②学童クラブ

続︒④差別解消に向け︑パン

人の特養

フレット発行や講座等で啓発︒

千

動の場としての活用を検討︒

を示せ︒②約

◆障害者施策について

待機者がいても整備目標

どケアカフェ﹂は商店街の活

万円以下の世帯

用を︒また︑
﹁認知症担当医﹂

して︑認知症患者や家族を孤

・
﹁ サポーター﹂の活用を︒そ

割を占める国保におい

②トマ・ピケティ氏による格
やアベノミクスの展開につい

と学校応援団の一体化である

て︑どう感慨を持たれるか︒

が約

差論議を通し︑日本資本主義

総務 区としての認識を述べ
福祉 ①国は持続可能な制度 ﹁︵仮称︶ねりっこクラブ﹂は
員廃止で子ども 人ひとりに

とするための事業を創設した︒ 学童クラブ基準引き下げと定

備の手法だけで保育需要に対

こども ①教室転用や施設整

目が行き届かないため撤回を︒

任を負っているとあらためて

在力があり︑未来へ重大な責

再認識した︒区には大きな潜

区長 ①住民参加の重要性を

こんな時代だからこそ
着実な一歩で街づくり

純二

②重症心身障害児者の家族支

対象区道の状況は︒国や

か年で区道約 ㎞を

る︒モデル事業に取り組む︒

無電柱化︒積極的に働きかけ

土木

また︑区独自の整備計画を︒

都・電線管理者へ働きかけを︒

問
●

マネジメントに対する考えは︒ について

◆﹁東京都無電柱化推進計画﹂

希望者全ての入所計画を︒

区は

年度から独自のサービ

区民 ①国民健康保険の広域
スを充実し総合事業を実施︒

応することは困難︒②条例に

小泉

道﹂︶の整備について

◆特例都道

練馬区議会自由民主党

援事業をどう充実するか︒③

痛感︒②モデルなき未知の時

障害者への虐待について障害

代に直面していると認識︒

福祉 ①地域包括ケアシステ

換の場づくりの取り組みを︒

◆西武新宿線立体化について

◆新たな展開となる﹁医療・

基づき︑定員を定め実施︒

介護保険制度改革﹂について

号︵旧﹁富士街

などを持ち込む運動を

区民の賛否を二分する外

談センターの体制を拡充︒医

ム確立の拠点となる高齢者相

副区長 ①介護と障害者両方

の啓発のための対応策は︒

後の障害者施策︵合理的配慮︶

種別の数値と対応策は︒④今

く要望されたい︒

さらに︑整備の進行を都へ強

環の

●
問

立させない活動の場︑情報交

下げの手立てをとれ︒
化には安定的な財政運営等が

年前の道路計画より
社会保障優先に
②早期入所希望者に対応する

英津子

ため目標値を設定した︒

とや

期待できる︒区は広域化の準

日本共産党練馬区議団

備に着実に取り組む︒②区は

①障害者と高齢者のケア

て︑保険料の毎年の値上げに

①新ビジョンの戦略計画

では福祉最優先とすること︒

問
●
②プレミアム商品券︑住宅リ
フォームなど︑区民を直接応
年前の都

援する事業に補正予算で対応
を︒③住民不在の
市計画道路整備の暴挙をやめ

つを戦略計画に位置付

区長 ①福祉施策は新ビジョ

療介護連携推進員を配置し︑

②高齢者支えあいサポーター

年度に

援サービスの担い手育成の具

のサービスを理解する人材育

区から歩道の整備を進め︑街

土木 都は︑協議が整った街

街路樹や電線地中化の予定は︒

成に取り組む︒②重度心身障

路樹の緑化方法を検討中︒早

育成研修を実施︒

実現を都に働きかける︒

期整備を引き続き要望する︒

整備︒③

年度の通報は︑知

戸が都に登録︒介

策としてジュニア防災検定の

施設

名のサポーター育成を目指す︒ 害者対象のグループホームを

導入検討を︒②地域の自助・

③

③今後も環境整備に努める︒ は︒④今後の区立施設の改修

共助力を養う目的として︑ｅ

し再適化することが重要︒⑤

一般質問︵要旨︶

・改築に対する財政負担も大

コミマップの導入をしては︒

◆区政運営の新しいビジョン

区長 ①区政運営の指針とし める緊急経済対策に対する考
て重要な役割を果たしてきた︒ えは︒②厳しい財政状況とビ

※

きい︒さらなる事業の選択と
握のため︑エネルギー事業者

地域の特性や通信技術を生か

環境 ④様々なエネルギーを

集中が必要では︒⑤法人住民

教育振興 ①現在考えてはい

の連携も図り︑防災力の向上

ないが︑防災学習センターと

に努める︒ 危機管理 ②正確

税の一部国税化については︑

区長 ①国の政策が国民に信

べきでは︒

引き続き反対の意を明確にす

を含め引き続き推進︒⑥練馬

これまで取り組んできた施策
①練馬区基本構想に対す

について

問
●

と連携する等︑方策を検討︒
◆まちづくりについて

都との協議状況は︒また︑
体制の整備について今後の計

情報把握や課題解決を図る︒

問
●
画は︒また︑療養相談窓口の

①在宅医療と介護の連携

今後の活用方法は︒②生活支

問
●

は︑道路整備の一環として施

歳からは預かり保

都市整備 連続立体交差事業

一般会計から約

行される都市計画事業︒早期

こども

育のある幼稚園に通わせたい

やめ︑立体化一点で取り組め︒

健康保険会計へ繰り入れを行
り保育実施園である﹁練馬こ
〜

認証保育と幼稚園の預か

けた︒福祉優先のビジョンで

ども園﹂との幼保一元化をや

①要支援者の訪問・通所

歳児の一貫した保育を︒

め︑公的責任を果たし︑

いため︑今後の検討課題︒

援制度の詳細が示されていな

年間の整備路線を定め住

しを行っている︒都と特別区
で

問
●

民の理解を得ながら整備推進︒ ◆介護保険制度改悪について

戦略計画で段階的に地域の見

◆国民健康保険について
係は︒③総合教育会議は傍聴

守り拠点とする方向を示した︒

◆区長の基本姿勢について
や議事録を公開すべき︒④区

◆高齢者福祉施策について

①国政の状況認識は︒多
長の任命する教育長に一本化

問
●
して︑中立性を保てるか︒

題と解決策は︒②医療と介護

区地域防災計画では震度

①在宅療養相談窓口の課

文化共生で地域から平和を︒

の連携推進員は必要なサービ

で停電率 ％︑ガス供給支障

問
●

②区民の議論を後押しする憲

副区長 ①中立性・継続性・

る区長の評価は︒②ビジョン

な情報をいかに担保するか等

検討課題あり︑今後研究する︒

任された︒経済対策等につい

①空き家と問題家屋の数

◆空き家対策について

問
●

は︒②首都直下地震も想定し︑

整備を︒③文京区の対策事業

空き家を活用した防災空地の

に対する所見は︒④空き家等

し地元町会と話し合いを重ね

②社会経済状況の変化に応じ︑ ジョン推進の整合性は︒③持

①区長は﹁教育委員会に

石黒 たつお

対応︒ 企画 ②区政改革の一

年度予算編成と区財

院等の自立電源の充実を検討︒ ては国の動向を注視し的確に

適正管理条例の制定を︒

◆平成

環として財政基盤の強化に向

政について
②再生可能エネルギーの利用

てきた︒③上石神井駅周辺の

続可能な財政運営のため行っ

千件︑問題家

都市整備 ①総務省調査では
変化と繁忙期対策を聞く︒②

状況や資源の調査をすべき︒

整備手法の検討や合意形成を

ビジョン策定を踏まえ基本構

件と想定︒②先行自

万

空き家約

出張所を高齢者見守り拠点に

環境 ①区民意見反映制度や

都と連携︒ 土木 ④引き続き

問
●

①若年層の防災意識向上

◆防災対策について

施に資する条例制定も検討︒

空き家の適正管理を含め︑実

⑤都と区が連携し適切に対応︒ 策を検討︒③効果に注目︒④

見直し︑経費の縮減に努めた︒ 治体を参考に実効性のある施

屋約千

け歳入の確保︑歳出削減等に
特化するのか︑活性化プログ

区民等参加の関係機関等の意

①昨年の総選挙の結果に

ラムとの関係は整理するか︒

見も踏まえて策定︒②都の調

対する受け止めと︑政府の進

③練馬区にふさわしい自治を

区民 ①利用は増加︑待ち時

問
●

区民・区議会とともに創造︒

間は減少︒繁忙期には転出用

◆教育について

と考えているか︒②大綱と教

権力の不当な介入をさせない﹂

た事業精査の内容と反映状況

や実績︑費用対効果を点検・

取り組む︒③④全事業の意義

練馬区議会民主党・無所属クラブ

新たな時代に向けた
練馬区を目指し

弱
と基本構想の整合性は︒③企

①関越道高架下活用につ
いて区民意見を募集し再検討

率 ％と想定︒避難拠点や病

問
●

業が行うＣＳＲ活動の受け入

福祉 ①最新の医療資源情報

れ窓口を明確にしては︒④︵仮

◆区政運営の新ビジョン

スを届ける働きかけを︒

称︶練馬区エネルギービジョ

が教育委員会と十分に意見交

の把握等の課題の解決を図る︒ を︒②設置を求める区が外環
道青梅ハーフインターの必要

ン策定にあたり︑エネルギー

①区政の運営と経営の違

いは︒②今までと違う﹁量よ

問
●

区民との協働で
﹁量より質の豊かさ﹂
を

換し整理︒③原則公開︒議事

性を説明せよ︒③都が取り組

の活用については偏りがなく︑

べる考えはない︒②平和推進

む外環地上部街路のまちづく

バランスよく進めるべきだが

靖枝

事業等の実施を通して平和や

り調査について聞く︒④大二

生活者ネット・ふくしフォーラム

※

中の学習環境を最優先に校庭

り質の豊かさ﹂を区民と議論

菊地

録は公表︒④教育委員会の教

するか︒③市民自治の考えは︒

を分断する道路計画は見直せ︒ 所見を︒⑤自立分散型エネル

憲法を考える機会を提供︒

企画 ①基本構想では﹁経営﹂ 育長へのチェック機能の強化︒ ②認知症相談訪問等を実施︒

６
地域の理解を得るよう努める︒ 想の見直しを検討︒地域文化

３

安定性の確保に留意︒②区長

27

査結果等の活用︒地域資源把

ギーを進めていくうえで︑Ｃ
を︑ビジョンでは一般的な用 ◆出張所とコミュニティ支援 ◆再生可能エネルギーの推進 副区長 ①区は区民意見の聴
語として﹁運営﹂を使用︒② ●
問 ①区民事務所に変更後の ●
問 ①ビジョン策定に区民と 取に積極的に取り組んできた︒ Ｏ ２排出量削減に対する考え
は︒⑥災害時の被害想定とエ
専門家会議の意見交換をせよ︒ 都市整備 ②国・都の参画の
ネルギー確保の目標は︒
もと︑効果や影響データを示

６

27
窓口の新設等︒ 地域文化 ②

問
●

25

５

総務 ①区としての認識を述

298

３

０

問
●

ある︒ 企画 ②対応する考え
っており︑これ以上増やすこ

ンで
◆練馬こども園について

よ︒

340

億円︑国民

１

問
●

より負担は限界︒保険料引き

主主義否定の姿勢への認識は︒ よ︒②所得

12

◆２０１５年度予算について

600

る考えはない︒

２

10

４

174

1

441

27

とは困難︒また国の保険者支

96

５

３

600

健康…健康部長

企画…企画部長 危機管理…危機管理室長 総務…総務部長 区民…区民部長 産業経済…産業経済部長 地域文化…地域文化部長 福祉…福祉部長
地域医療…地域医療担当部長 環境…環境部長 都市整備…都市整備部長 土木…土木部長 教育振興…教育振興部長 こども…こども家庭部長

200

会情勢等の変化を踏まえ見直

100

８

７０

はない︒ 都市整備 ③都は社

２

70

法カフェや意見交換の場を︒

８

95

︶の略
Ｓ ⁝企業の社会的責任︵ Corporate Social Responsibility
コミマップ⁝地域住民自らが地図を用いて情報共有や情報発信が行えるインターネット等での地図システム
R

回答者の略称

７

10

育振興基本計画︑目標との関

※
※

e C

区 議 会 だ よ り
No.196
平成27年（2015年）4月15日

3

充内容は︒⑤区内病床を増や
内容と新たな病院整備の促進

①危機管理体制の充実を︒ すための支援制度の具体的な

◆危機管理について

問
●

②﹁練馬区非常時優先業務実

実を︒③﹁練馬区の歌﹂を活
備すべき︒無電柱化等︑快適

区長 必要な道路は着実に整
ら区長室に腹心部下を配置︒

職員能力を批判し外部か

◆ 意味不明な﹁行政とは改革﹂

地域医療 基準病床制限で当

する不正を招く恐れが大きい︒ の活用を提案︒ビジョンは︑

ば患者を取り込みたらい回し

療と介護を同一敷地内で行え

関係省庁への要請行動や特区

◆関越高架下高齢者センター

対応︒引き続きＰＲに努める︒

するため︑制度改善に向けて︑ を進め︑基金積み立ても行い

推進︒②教室を開催︒③専門

正しく知るための取り組みを

初の計画数を満たせなかった

◆外環道・外環の

組みを大きく発展させるもの︒ 険︒近隣住民の環境不安増大︒

意欲ある農業者と行政の取り

大深度地下高速道の多量

は町を分断

排ガスから区民を守る対策が

不十分︒外環の

医療︑生活保護費増大等︑

財政構造は健全である︒

基準を大幅に下回っており︑

企画 区の財政健全化比率は

支出固定化︒増収は困難では︒

問
●

◆区財政予想は非常に困難

・快適な施設整備を行う︒

能を有することを確認︒安全

企画 維持管理者から耐震性

コンクリート老朽化で危

が︑老健施設の併設を工夫︒

購入︒法人への有償貸し付け

の問題点

ぐキレるなど異常な言動︒改

都との連携など︑都市農地保

区長室長 議会答弁者は質問

問
●

①国家戦略特区の展望と︑ を完全無視︒反論されるとす

問
●

用したロコモ体操を︒
議員への答弁拒否や区民意見

地域医療 ①急性期病院とし

問
●

◆農地保全について

な都市環境の創出を目指す︒

ての機能の拡充︒病床は可能

問
●

健康 ①ロコモ度チェック等

各種図上訓練の実施を︒③住

施方針﹂の策定にあたっては︑ や増床に向けての取り組みは︒ により自分の運動機能状態を
宅密集エリア内の家屋は防火
②幹線道路沿いに農産物の販

な限り増床︒②懇談会を設置︒ 家の意見を聞き︑開発を検討︒ 全に向けた活動の取り組みは︒ 革ビジョンはすなわち幻想か︒ 土地提供は区が必要と判断し
◆教員の育成について

③進捗状況に合わせ説明機会

人材登用で組織の活性化と職

土屋 としひろ

％だ

発言が多く区民は苦々しい思

強引な政策︑強硬傲慢な

いだ︒職員への感化大きく福

問
●

し通行無料で大渋滞の恐れは︒ ◆区長支持率はわずか

オンブズマン練馬

区長傲慢・傍若無人な言動
支持率わずか ％

は議会にも報告済み︒医療と

きる農園の整備について︑東

アクションプランでは財政面

員の意識改革を推進︒ 企画

内容により対応︒ 総務 外部

危機管理 ①自衛隊ＯＢから
年度に着工し︑●
問 ①教員育成の課題は︒②
部地域の農園開設に向け︑公

◆ズサン極まる病院計画

介護の連携や在宅療養への移

は横断箇所を

説明︒外環の

適切に配置することにより町

問
●

大泉の人口増加なく採算

◆大江戸線延伸の現状は

区民意見を尊重し闊達に議論︒

区長室長 情報公開等を推進︒

の一体性の確保には支障ない︒ 不当な言動も︒反省が必要だ︒

祉関係など弱い立場の区民へ

評価を適切に実施し︑住民に

行等に大きなメリットがある︒ 都市整備 国や都は環境影響

農の活きるまち練馬ビジ

◆練馬限界農業の実情問題点

ョンは農地資産価格が最低で

千万円で買収の

も

億

土地を加えないと建設が出来

に区が

ない状況だ︒病床不足分を老

億円である︒相続が

全力で当たる︒ 産業経済 ②

億円以上の相続

産業経済 農地保全を確実に

都市整備 良質なまちづくり

図っており︑指摘は事実無根︒

は即農家消滅となりかねない︒ 上厳しい︒区民に状況説明を︒ 福祉︑医療等の施策の充実を

税支払いが必要だ︒ビジョン

発生すると

〜

Ｊ Ａ東京あおばの意見を聞き

問
●

の担保も示し実現可能な計画︒

有化も含めて積極的な取り組

区長 ①都知事から特区活用

みを求める︒
の都市農業推進に対する協力

栄作

依頼があり直ちに関係自治体

小野塚

安全安心で住みやすい
元気な練馬の街づくり
練馬区議会自由民主党

売施設を︒③区民が農作業で

戸付きに改築を︒

月

を設ける︒④

年

なる団体との間で災害時協定
の内容を協議中︒②
に図上訓練を実施︑その成果
を踏まえて実施方針を策定︒

都市整備 ③耐震化促進と併
せて防火性の向上を促進する︒
教員の研修は学校教育支援セ

に周知し賛同を求めた︒今後︑ の補助は必要ないはずの計画

区西部の回復期リハビリ

ンターの活用を︒

都と連携し特区指定の実現へ

区独自の研修はより実務的・

病院計画は実に不透明だ︒区

教育長 ①資質等の向上︑実

問
●

医療等を拡充予定︒ 副区長
践的指導力の習得が課題︒②

年度の開設を目指す︒救急
⑤借り入れ金への利子補給等

①光が丘病院の増床︑拡
を検討する︒制度化に合わせ

◆病床の確保等について
充の考えを︒②基本構想の策
区報等で広く周知に努める︒

◆ 都市計画道路の整備について

実践的な研修体制を構築する︒ 研究︒③今後も増設に努める︒ 健計画に変更︒同一法人が医
区東部地域をはじめ︑沿

道のまちづくりの整備推進は︒

問
●

るが︑区はどう考えているか︒

ては︵仮称︶練馬区エネルギ

２

２

２

問
●
定にあたっては︑区民や医療
◆ 高齢者の健康づくりについて

年度から指導主事を増員︒

関係者等の意見を︒③光が丘
①ロコモティブシンドロ

ーム︵運動器症候群︶の認知

問
●

病院改築への意見を含め︑地
域住民との今後の協議の進め
方は︒④順天堂病院拡張の進
操等︑介護予防体操事業の充

捗状況と新施設の整備予定は︒ 度向上と充実を︒②ロコモ体

教育長 制度改正は教育の中

ービジョン策定の中で検討︒
豊島区の消滅都市対策は︑

区議会ホームページは、
http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/

また︑医療機能の具体的な拡

１

※終了後、おおむね３〜４日後からご覧いただけます。

一般質問︵要旨︶

土木 ②公共施設では今後観

立性を確保し︑長と教育長の

を行い事業化の可能性を検討︒ により教育行政が大きく変わ
光案内所を整備予定︒高架下

東京五輪に向け都心部で

２

ホームページ で
本 会 議 が ご 覧 い た だけ ます

13

「VOD」をクリックすると

◆区長の基本姿勢について

が沿線地域の魅力向上等を図

連携強化を図るもの︒制度の

の要支援・要介護という区分

問
●

見ることができます。

問
●
は大型の基盤整備が始まって

趣旨を踏まえ教育行政を推進︒ 素ステーションは代替エネル

ビジョンについて

いるが﹁新しい成熟都市﹂を
る上で有益な場所となるよう

ギーの先駆的事例︒公用車に

①区内にオープンした水

鉄道事業者に働きかける︒

水素自動車の導入を︒②鉄腕
アトム等区内コンテンツを活
用したエネルギー教育や水素

年度までに︑現在

問
●

区長 ﹁子どもの成長と子育

予算にどう織りこむのか︒

介護保険法の大改正によ

問
●

◆福祉・医療の充実について

スクールソーシャルワー

◆子育て支援について

って平成

環境 ①水素ステーションの

エネルギーに積極的な姿勢を︒
整備状況等を見極めつつ導入

のうち要支援の部分が区へ移

を検討︒②水素の活用につい
周知をはかり︑かつ地元社会

しもだ 玲

福祉士会や近隣区との情報交

練馬区議会みらい維新

ねりまの元気！
ニッポンの元気！

カーの新設を評価︒区民への

問
●

ての総合的な支援﹂等を主要
施策に位置付けたビジョンを
羅針盤として新しい成熟都市
・練馬の未来を切り拓く︒

企画 ﹁安全・快適な都市の
千万円を計上︒

月に完了した︒次

年

◆︵仮称︶練馬区エネルギー

的な提供体制の整備を進める︒ え所有者と利用希望者のマッ
チングの仕組みづくりを検討︒

27

27

◆空き家対策について

①西武池袋線の高架化が

流を密にして相互的な活動を︒ 管されることになる︒区はい

隣接する練馬区でも共有でき

は西武新宿線の立体化だが︑

るのではないか︒区の方策は︒

つどのような体制で事業を展

環境 空き家に関する実態調

教育振興 保護者をはじめ民

福祉 全国に先駆け 年度か

査を

その概要は︒②西武池袋線高

た杉並区の事例などを参考に︑ 知︒必要な場合は積極的に近

ら総合事業を実施し︑高齢者

開するのか︒
隣区と連携し︑調整を図る︒

年に実施︒結果を踏ま

文化発信できる活用を︒

の生活を支える効率的・効果
﹁地方教育行政の組織及

◆ 教育委員会のあり方について

問
●

び運営に関する法律﹂の改正

をクリックします。

27

生児童委員等関係者に広く周

平成

問
●

30

３

をクリックします。

30

都市整備 ①都は平成 年に
を事業候補区間に選定し調査

井荻から東伏見駅付近の区間

20

８

「本会議を見る」

１

架下は︑若者目線で開発され

１

７

31

27

実現に向けた基盤整備﹂とし
億
３

◆まちづくりについて

て︑約
71

27

13

「議会放映へ」
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区 議 会 だ よ り

平成27年第一回定例会の一般質問は、2月9日・10日・12日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の要旨を掲載しています。全文は１か月後に発行予定の会議録をご覧ください。
会議録は、区立図書館、区民情報ひろば（区役所西庁舎1階）、区議会ホームページで閲覧できます。また、本会議の映像は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。

