◆区財政について

◆産業振興について

うに臨むのか︒③支援制度を

副区長 ①みどりを評価する

直すべきでは︒
本的な考え方について

◆区長の区政経営における基

企画 先進事例を注視しなが

①次代を担う子どもたち

区長 日々の仕事で得られる

区長の考えは︒②幼稚園教育

に対する思いと教育について

問
●

自治法や﹁マネジメント﹂ ◆教育と道徳授業について

の精神を職員にどのように植

問
●

どのようにしていくのか︒
年度に改定予定の﹁みど

新たな指標づくりに取り組む︒

ら研究する︒

区長 ① 年度中に光が丘病

支援事業の実施状況と成果は︒ 院改築の基本構想をまとめる︒ ②

問 今後の区財政の見通しは︒●
問 ①ビジョンの戦略計画を
●
区長 歳出においては扶助費︑ 進めるための方針は︒②創業

社会保障関係経費等が増大︒
③﹁特色ある商店街づくり﹂

の評価と今後のあり方は︒③

について

◆区のかたち︑自治のあり方
①都区制度において︑ど

②学習支援・居場所支援に取

問
●

り組む意義は︒③学習支援等

◆国民健康保険と介護保険に

活用し時間の確保に努める︒

発信等を行う︒④外部人材を

の動向を注視し積極的に情報

戸線延伸に向けた現状と協議

森と野球場の存続は︒③大江

七号線の進捗状況と︑憩いの

新たな事業化計画は︒②放射

満たしていない道路の評価と

技監 ①道路が果たすべき機

内容は︒

能を満たしていないと考える︒

保険の相互扶助の精神︑

ついて

哲学を強く訴えるべきと考え

問
●

るが︑区長の所見は︒

今年度末を目途に計画の策定

平成 年度末で約 ％︒西本

に取り組む︒②用地買収率は

高齢施策 あらゆる機会を捉

今度こそ！
大江戸線の延伸を皆の手で！

り組み状況は︒④教員が子ど

の幼児教育はどうあるべきか︒ ねる中で︑意識の向上を実現︒ 道徳教育の教科化に向けた取

喜びや感動を職員とともに重

りの基本計画﹂の中で見直す︒ え付けていくか︒

◆地方法人課税の見直しにつ

◆安全・安心なまちづくりに

②積極的に意見を表明し病床

いて

◆子どもへの対策について
事業の目指す方向性︑目的は︒ 確保に取り組む︒ 地域医療
区長 ①福祉・生活関連産業︑ ③既存病院の増改築にも支援︒●
問 ①健全な大人となるため

国の税制改正の動向や︑
４分野を中心に取り組み強化︒ ついて

その将来的な影響への見方は︒ 農業︑アニメ︑都市型観光の

問
●

企画 地方消費税交付金の増
収が見込まれる一方︑財政調
が現物支給の理由は︒④不登

副区長 ② 年度参加者は

問
●
①木造住宅密集地域改善

村憩いの森は保全に努め︑野

校対策の効果の見込みは︒

特色ある商店街を支援し︑
地域の活力を創出

のような見直しが必要か︒②

整交付金が大幅な減収となる︒

現下の経済状況をどのように

①景気が回復する中︑経

常収支比率が変わらない理由

問
●
倍︒③まちづ

識を共有︒早期実現を目指す︒

育とは子どもたちの自立を教

ーを開設︒特定個人情報を適

知し︑区独自のコールセンタ

完成を国等に求める︒②新座

技監 ①これまで以上に早期

座スマートインターの経過は︒

会までの確実な開通を︒②新

ンピック・パラリンピック大

◆外環道について

え導き︑励まし︑支える行為

切に取り扱う体制を整える︒

区民への周知と制度導入

と考える︒ 教育長 ②本区の

問
●

えて︑趣旨等を区民に訴える︒ 等︑基本的事項を都区間で認

組む︒③収支採算性の考え方

球場も利用できるように取り

教育長 ①良質な教育や保育

もと向き合う時間を増やすこ

年度決算状況と健全

区長 ①各区が自主的で責任

捉えているか︒

区長 ①夢や目標をもち︑困

とは喫緊の課題︒区の方針は︒ ◆マイナンバー制度について

な財政基盤の構築について

環境の整備が区の責務︒②家

ある行政を行える仕組みが必

企画 区報の特集号発行で周

における課題への対応状況は︒●
問 ①整備の促進と東京オリ

◆平成

庭環境に左右されず︑未来を

要︒②予断を許さない情勢︒

難を乗り越え︑未来を力強く

で児童生徒にきめ細かく支援︒ 検討すべきだが区の所見は︒

幼児教育に大きな役割を担う︒ ◆大江戸線とまちづくり

配信等で情報提供を︒②暑さ

市の動向把握に努める︒

指数を活用したホームページ

①本来の都市計画幅員を

拡大に努める︒⑤希望者に他

改善を︒③公共施設等で涼を

問
●

の農園の情報を提供する︒

支援の充実に努める︒③国等

利便性︑セキュリティ等も考

◆動物との共生について

育マナーのさらなる向上を︒

リングできるセンサー導入を︒

者見守りに生活環境をモニタ

老館に冷水器設置を︒⑤高齢

とれる場所の設置を︒④全敬

②地域猫対策の周知︑ボラン

①狂犬病予防接種率︑飼

ティアへ一層の支援を︒③学

問
●

慮し検討︒③大学等へ働きか

のイベント︑ツイッター等で

ける︒④出前授業︑成人式で
◆公共施設等の対策について

も周知を図る︒⑤情報収集に

一般質問︵要旨︶
①自転車の安全条例制定

①区立施設の再編等で高
齢化社会の施設充実を︒②新

努め︑執行に万全を期す︒

④検討︒⑤民間の受信センタ

ーを利用している見守りサー

ビス事業の中で検討︒

等のカリキュラム導入を︒③

丘以外の地区で実施予定︒②

中︒
﹁犬のしつけ教室﹂を光が

保健所長 ①獣医師会と検討

を︒③西部地域の道路整備を︒

むみどりバスのルート等改善

谷駅南口の早期発着実現を含

改定を︒②南大泉ルートの保

小川 こうじ

農業体験農園のさらなる増園

技監 ①利用状況の変化等も

問
●

①支援体制の構築を︒②

①防災行政無線やメール

土木 ③整備促進に努める︒

との協議等︑実現に取り組む︒

①高齢化等を考慮し計画

を︒④農作業を介護予防とし

聞き支援︒ 教育長 ③学校教

ボランティア連絡会の意見を

参考に検討︒②道路整備の進

練馬区議会公明党

示方法を工夫︒③今後検討︒

動物との共生で高齢者福祉を︒ し効果的な方策を検討︒②表

高齢施策 ①関係部署と協議

◆都市農業について

歳選挙権について

校教育で動物との共生を︒④

公会計制度の活用で区の資産

問
●

藤井 たかし

の取り組みは︒②今後の江古

切り開いてほしいと願う︒教

づくり﹂の取り組み状況は︒
推進計画﹂は見

問
●

練馬区議会自由民主党

田︑北町地区整備促進事業は︒ 教育振興 ③塾代等の費用助

◆社会的インパクト投資につ

悦栄

人︑前年度の

いて

村上

くりを契機に商店街再生に取

成では個々の状況に応じた支

練馬区議会自由民主党

は︒②今後の健全な財政基盤

援ができない︒④学校教育支

◆みどり施策について

業期間を数年延長し︑進める︒ 援センター︵仮称︶大泉分室

切り開いていけるよう支援︒

構築のための取り組みは︒③
地域での事業化を検討︒②事

②東京都の地域医療構想の策
②﹁みどり

む︒ 総務 ③区内資源の活用
等効果的な枠組みを検討︒
◆健康づくりについて
①ロコモティブシンドロ

新たな財源確保策として

り組む地域等を重点的に支援︒ 副区長 ①災害危険度の高い

正予算が必要︒区長の所見は︒ ◆地域医療と既存病院への支

企画 ①一般財源が増えたが︑ 援制度について
問 ①病床を増やし︑医療機
●

扶助費等の経常経費が増加︒
税収確保等に努める︒ 区長

区長 ①執行体制の見直し︑

援を︒⑥ＩＣＴ活用推進を︒

が出た保育所のマッチング支

③経済情勢もかんがみ︑編成︒ 定過程において︑区はどのよ
◆区長の基本姿勢について
①効率的な財政運営を︒

②マイナンバー制度の情報提

問
●
問
●

を︒②啓発運動の日の制定を︒

り組む︒②区民と直接議論す

ームの予防啓発のフリーペー

③道路の安全対策を︒④女性

③児童生徒に自転車のルール

る場を設定︒ 福祉 ③制度導

遵守等安全教育の実施を︒④

入を含め検討︒ 教育長 ④取

パー作成を︒②糖尿病予防の

登用目標策定を︒⑤保育所の

啓発運動を︒③児童生徒や若

待機児童解消を︒⑥ひとり親

の適正運用を︒③区立施設の ●
問 ①機械化促進等のさらな
敷地活用で歩行者安全確保を︒ る支援を︒②農の学校で経営
損害賠償保険の加入促進を︒

区長 ①行政需要を踏まえて
③先行事例を参考に一層充実︒ 有効活用を図る︒ 企画 ②適

◆

可能な限り整備を検討︒

④分かりやすく重要性を周知︒ 切な運用に努める︒ 土木 ③
①﹁チーム学校﹂施策の

◆教育について

問
●

公共交通空白地域解消で︑
住みやすい練馬を

し必要性を含め検討︒②検討︒

土木 ①都条例の運用を注視

⑤子育て総合相談窓口体制を

区民サービス向上の
区政改革の推進を！
練馬区議会公明党

妙子

生活習慣病予防対策強化を︒

区長 ①無駄を省き持続可能
ラシの全戸配布等で周知︒産

な運営を目指す︒ 区民 ②チ
業融資制度等で支援︒ 土木
③整備に際し安全確保に努め

◆公共交通空白地域について
育を︒②区内大学構内に期日

て推進を︒⑤閉園の老人クラ

育全体を通じ動物愛護の精神

問
●
前投票所の開設を︒③学生等

ブ農園利用者に配慮を︒

を育む︒ 高齢施策 ④介護予

①全小中学校で主権者教

の住民票異動届出の推進を︒

産業経済 ①技術革新等に合

問
●

に対して積極的な支援を︒

④若者に選挙時のネット利用

わせさらなる支援を検討︒②

具現化を︒②学校問題解決支

ルワーカー等専門職員を活用︒ のルールの周知徹底を︒⑤公

教育長 ①スクールソーシャ

便投票者拡大等の事前準備を︒ 今後の上級コースの中で検討︒ 防効果等を期待︒適切に対応︒ 捗に合わせて駅前広場管理者

学校の課題対応の機能を強化︒ 職選挙法改正で想定される郵

③農業者に働きかける︒④高

健康 ①周知方法を工夫︒②

看取り介護の安心体制を︒

②弁護士等との連携を強化し

教育長 ①より実践的な授業

整備︒ 副区長 ⑥利便性とサ

福祉 ①先進事例等を踏まえ

支援体制を整備︒③不登校の

◆共生型福祉施設について

研究︒②病院や訪問看護事業

問
●

◆ 高齢者の熱中症対策について
所等との連携体制を構築︒

齢者が農作業に携わる機会の

計画を策定︒ 教育長 ⑤１歳

①公共施設の壁面等への

副区長 ①②様々な手法等を

ーも加えたふるさと納税を︒

児童生徒へ多様な機会を支援︒ の実施を促進︒ 選挙管理 ②

ービスの質の向上に取り組む︒ 組織横断的な取り組みを検討︒ 援チームの設置推進を︒③フ
③様々な機会を捉え予防啓発︒ リースクールなど多様な学び

※

アントレプレナーシップ事業

区内外企業広告の公募を︒②

問
●

支援等効果的な支援策を検討︒ ◆自主財源の確保について
①行政として自らの改革

◆区政改革について

問
●

は︒②仮称区政改革計画の策
③高齢者ボランティア活動ポ

定には区民への丁寧な説明を︒ で増収を︒③区民向けメニュ
イント制度の実施を︒④保育

活用し広告事業拡充に取り組

◆自転車の安全対策について

児定員を拡大︒ 福祉 ⑥学習

る︒ 総務 ④実態に合わせた

酒井

家庭の子どもへの支援強化を︒ り組み状況等を踏まえ具体化︒ 者の健康診断や保健指導で︑

供と中小企業への支援体制を︒ 職員の意識改革等積極的に取

30

問
●

区内経済活性化のためには補

86

27

②受益と負担のあり方を検討︒ 能を充実することが重要では︒●
問 ①﹁みどりあふれるまち

245

※アントレプレナーシップ⁝職員が既存の枠に捉われない自由な発想で事業の企画・提案から事業化まで自らの手で行うこと︒

所等委託化民営化を︒⑤空き

18

26
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①米国の戦争に自治体も

◆戦争法案反対について

問
●
駆り出されかねない危険性に

ころ考えていない︒

ない︒ 教育振興 ④現在のと

高齢施策 ①制度の内容を理

議し︑中止を要求せよ︒

は︒②国の補助の厳格化に抗

昨年度比約千人減︒区の認識

定や住宅リフォーム︑店舗等

の具体化は︒②公契約条例制

①小規模企業振興基本法

産業経済 ①大泉地域の特色

アニメの活用の検討を︒

について

◆介護予防に向けた取り組み

①介護予防・生活支援の

を感じる介護予防サービス提

取り組みは︒②高齢者が魅力

問
●

◆東京オリンピック・パラリ

を生かした商店街の取り組み

ンピックへの対応について

①外国人観光客を引き寄

せる施策を︒②練馬区の魅力

問
●

◆区政運営を支える組織・仕
外部からのチェック・モ

組みについて

問
●

を支援︒②商店街や鉄道事業

問
●

◆小規模企業支援について

◆介護保険について
①利用者に対し現行相当

ニタリング機能を併せ持つ練

ついて︑区の認識は︒②国民

問
●

者と連携し取り組みを推進︒

スを選択するためサービスの

教育長 ①アクションプラン

にし︑整備計画を立てよ︒

備が進む先行区と同水準の整

整備を進める必要がある︒整

判断力等の向上に結び付く︒

Ｎも順次準備︒②考える力や

①練馬文化センターの今

を︒③都市農業・農地を守る

副区長 ①維持管理と併せ長

の文化会議体の検討を︒

実効性ある施策を強く要望︒

◆図書館の電子化について

期的視点で検討︒②検討︒

後のあり方は︒②区民参加型

◆アニメ・マンガを活用した

区長 ①国に協力しながら︑

区長の意気込みを︒

②﹁ねりマルシェ﹂等で都市

①大泉学園を中心にアニ

メ・マンガを活用したまちづ

農業の魅力を積極的に発信︒

問
●

まちづくりについて

問
●

◆区の文化芸術施策について

③国の動向等を参考に検討︒

操や脳トレ事業の実施を検討︒

かどケアカフェ等でロコモ体

支え合いの体制を整備︒②街

Ｏ等さまざまな担い手による

ニング等を実施︒今後はＮＰ

高齢施策 ①短期集中トレー

供を︒③要介護度改善による

新たな国際交流都市の検討は︒ ③産業や地域振興︑観光等さ

企画 区政改革推進会議でビ

◆都市農業の今後について

まざまな分野での活用を検討︒ 事業者への成功報酬の導入を︒

馬型政策シンクタンク創設を︒ をＰＲするための方策は︒③

産業経済 ①②アニメや練馬

区長 ①事業者の自立した活

産野菜の商品開発等区の資源

リニューアル助成の実施を︒

ジョンの効果検証のあり方を

解し︑該当と思われる方が申

検討し︑チェック・モニタリ

請した結果と認識︒②国に中

産業経済 ②条例制定や助成

動に対し適切に支援を行う︒

のサービスを抑制するな︒②
止を求める考えはない︒

の反対広がる戦争法案は︑廃
％も引き下げられた︒区が
◆保育所待機児解消について

通所サービスの報酬がすでに

総務 ①国政の場における審

①都市農業特区の進捗状

アニメ・農業・文化芸術振興で
質の高い街へ

問
●

ングの仕組みづくりを進める︒ を内外に広くＰＲし魅力的な

①学校のＩＣＴ環境整備

ものに充実︒ 総務 ③都市農

は︒②ＩＣＴの活用による教

問
●

推進について

◆学校教育におけるＩＣＴの

年後の都市計画道路

等を行う考えはない︒

①認可保育所希望者の不
①

◆まちづくりについて

問
●
問
●
整備率８割目標の根拠は︒②

育効果は︒③教員のＩＣＴス

まともな検証もなく︑整備率

キル向上への取り組みは︒

業等事業を通じた交流を検討︒ 農業に対する区民理解の推進

抑制にはならない︒②区が︑

モデル校設置等一層取り組む︒ くりのさらなる強化を︒②東

③農地と農業を守り発展させ

教育長 重要課題と認識︒先

電子図書館の早期実現を︒

映アニメーション株式会社と

問
●

の連携に向けての進捗は︒③

も生徒自らの力を培い︑発揮

毎年体罰調査を実施︒②今後

意見を広く聞き︑都市計画変

催︒③説明会で地域住民等の

回答者の略称 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
高齢施策：高齢施策担当部長 健康：健康部長 保健所長：練馬区保健所長 地域医療：地域医療担当部長 環境：環境部長 土木：土木部長
教育振興：教育振興部長 選挙管理：選挙管理委員会事務局長

案を求めよ︒
議の動向を注視︒②区として
支援し︑改定前の報酬で実施

◆生活保護と子どもの貧困
①国に保護基準の改善要

道路優先より︑
高齢者・子どもの対策を

国へ意見を述べる考えはない︒ を︒③サービス低下が明らか

問
●
求を︒②住宅扶助費引き下げ
で劣悪な住環境押し付けるな︒

ありきの目標は撤回し︑予算

教育長 ① 年度中に全校に

高松 さとし

の使い方を区民の暮らし・福

有線ＬＡＮを敷設︒無線ＬＡ

練馬区議会自由民主党

承諾件数１千

技監 ①明確な目標を掲げ︑

祉第一に切り替えよ︒

英津子

整備目標の引き上げを︒②認

とや

な総合支援事業は中止せよ︒
可保育所の待機児数を明らか

日本共産党練馬区議団

高齢施策 ①ケアプランに基

考えはない︒②住宅扶助費の

更する考えはない︒

況と国・都の動向は︒②都市

を取るため︑実態調査を︒④
づき︑利用者が必要なサービ

範囲内で︑適切な住居を確保
はない︒③中止の考えはない︒ １歳児定員を拡大︒②認可保

引き下げた分を補填する考え
育園に入園しなかった子ども

③専門支援員を活用︒今後も

できると考える︒③個人情報

の数のみを待機児童数と捉え

に基づき整備等を行う︒特に︑ 備状況を目指す︒②目標を変

の保護や実態把握の精度等の
①食費等の補助申請は通

問
●

行自治体の取り組み等を検討︒

周年に向けてマンガ・

ソン制度の設置は︒

・勧告権をもつオンブズパー

るため全力をつくす︒

区政

帳確認等︑要件が厳しくなり︑ るのは適当ではないと考える︒

①原発再稼働は容認でき

練馬区エネルギービジョンで

ない︒区の考えは︒②︵仮称︶ 教育長 ①区立中学校では︑

問
●

の再生可能エネルギー活用と

①関越道高架下施設建設

の継続を︒③﹁外環の２﹂は︑

周辺地区まちづくり懇談会﹂

しているか︒②
﹁石神井公園駅

は︑道路の大規模修繕を想定

問
●

◆まちづくりについて

を支援︒③設置の考えはない︒

できる場となるよう︑部活動

①第４次計画で取り上げ

問
●

区民の命を守れ！
区の本気度を問う

橋本 けいこ

◆男女共同参画計画について

覧を認め必要な協力を行う︒

し︑写しの提出ではなく︑閲

組みは︒②個性や能力を高め

時点で調査を実施する考えは

①安保法案の存立危機事

担軽減や区民の制度理解等の

ねり丸カップなどの大会創設

問
●

がると懸念︒住民基本台帳の

布したパンフレットの活用方

を提案するが区の考えは︒②

一般質問︵要旨︶

◆財政について

福祉のまち練馬として練馬こ

基本計画目標値達成に向けて︑

態における区の責任とリスク

課題があり︑今後対応を検討︒ る部活動とすべき︒③調査権

ぶしハーフマラソンに車いす

さらなるごみ減量が必要︒区

への対応は︒②区は非核都市

◆エネルギー政策について

法と反響は︒②三学期制に移

部門の設置を︒③練馬区スポ

の考えは︒②拠点回収のみで

区民 法令に基づく求めに対

行した際の効果の見込みは︒

ーツ都市宣言を︒④国際教育

への見直しを︒③ごみの収集

おける審議の動向を注視︒

閲覧や写しを認めているか︒

当初算定結果について区の認

教育長 ①保護者会や面談等

③土曜授業への対応は︒

の一環として小中学校が参加

①都区財政調整交付金の

識と課題は︒②受益と負担の
で三学期制の効果や教育活動

ある古着・古布については︑

宣言をしており核兵器の輸送 る施策の基準は︒②高齢女性︑ 省エネルギー施策は︒
を排除しない安保法に反対を︒ 非正規雇用の女性の貧困︑性 環境 ①国のエネルギー政策
総務 ①②国会等国政の場に

◆区長の基本姿勢について

あり方を含め︑今後の財政健
の変化等を説明︒反応は概ね

国の歴史や文化を学び︑応援

資源化推進のため集積所回収
・運搬経費削減︑最終処分場

①リスク対応が不十分︒

◆マイナンバー制度について

問
●

区独自事務への拡大は疑問︒

生活者ネットワーク
にもつながる不燃ごみの資源

やガスなどのエネルギー削減

の延命化︑処理過程での電気

①第３次一般廃棄物処理

企画 ①今回の結果は区の需

全化策の考えは︒
肯定的︒②通知表の発行が２

する１校１国運動の導入を︒

倉田 れいか

問
●

要を一定程度反映したものと

回から３回に増え︑評価等を

練馬区議会民主党・無所属クラブ

区の考えは︒②通知の送付先

的マイノリティ差別の問題は︒ において取り扱われるもの︒

環境 ①雑紙回収袋をイベン

化推進を︒

企画 ①早期に抜本対策を必

住民への真伨な対応を︒
活用し充実︒関係団体と協議

②太陽光発電と蓄電池を組み
を行い︑事業内容や開催方法

合わせた再生可能エネルギー

③三学期制移行で授業時間数

変更で︑ＤＶ等の理由を明ら 総務 ①懇談会の提言を踏ま
かにしたくない人への対応は︒ えた上で目標や課題を整理︒
に含まれない始業式等の回数

トで配布︑生ごみの水切り効

いる高齢者てんかんについて

活用のほか︑省エネ型住宅・

の正しい知識と早期発見︑早

企画 ①個人情報の保護に万

家電等の普及促進や環境教育︑ ＮＥＸＣＯ東日本に確認︒

区長 区にふさわしいエネル

更手続きを進めた︒事業化に

要とする状況ではないことを︑

果や雑紙の資源化を区報や情

②懇談会に諮りながら︑区の

等を検討︒②現状での設置は

◆区立学校の体罰について

際しても同様に進める︒

ギー政策の展開を目指す︒

①早期発見・対応の取り

象を在宅にも広げ︑積極的に

問
●

取り組むべきだが方向性は︒

福祉 社会貢献型後見人の負

いわゆる市民後見人の対

実態に合わせた施策を検討︒

が増えるため︑教育課程を工

自衛隊駐屯地での防災訓

問
●

全を期す︒ 区民 ②丁寧な周

期治療の必要性の周知を︒

報紙で周知等︑さまざまな機

問
●

◆自衛官募集事務について

の適応を促す︒

知と個別対応も図り︑制度へ

夫し︑授業時間数を確保する︒ 困難︒③区民のスポーツ活動

も対応した回収方法を検討︒

状況等を踏まえ引き続き検討︒ 会を通じて啓発する︒②区民
教育振興 ④都の動向を踏ま にわかりやすく︑高齢社会に

節電啓発等の取り組みを検討︒ 技監 ②今後も懇談会等を開

高齢施策 認知症の早期発見

きめ細かく伝えられること等︒ 地域文化 ①国の補助金等を

70

◆社会貢献型後見人について

◆東京オリンピック・パラリ

え︑さまざまな国について学

びを深める機会の充実を検討︒ ③効率的︑効果的な回収方法

①青少年スポーツ教育の
一環として参加国の語学や習

◆ 清掃リサイクル事業について

を検討し︑取り組みを進める︒ 練が都立高校生の勧誘につな
慣を学べる講習会の開催や︑

問
●

ンピックについて

①三学期制へ移行するに
あたり作成し︑今年７月に配

問
●

◆学期制について

・治療と併せ﹁認知症ガイド

認知症の症状と類似して

持続可能な区財政に向け︑
区政改革の推進を

考えるが︑特別交付金の割合

める必要があることから︑現

◆ 介護施設利用者補助について

200

課題がある︒さらに検討を深

28

件を踏まえ︑

福祉 ①国に改善を要求する

就学援助基準の引き上げを︒

③実効ある子どもの貧困対策

10

20

ブック﹂等活用し周知する︒

問
●

◆高齢者てんかんについて

行体制の見直しに努める︒

ない︒ 区長 ②事務事業や執

あり方等は︑合意に至ってい

の見直し︑都市計画交付金の

問
●

区 議 会 だ よ り
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3

や︑これからの社会を支える

◆平成

円滑に対応するため区の対応

◆オリンピックと観光客の練

せる機会と捉える︒

区内産業の魅力を区民に知ら

れた技術や特色ある商品等︑

◆消防団の加入促進について

議し交流事業の実施に努める︒

ると考える︒③関係者等と協

体との調整等多くの課題があ

に︑既存の資源にひと工夫し
②より関心を持たれるように

再来年の区政 周年を機

て︑区外からも人が集まる観

問
●

巻等自然災害が頻発している︒ ついて
を︒②区民の防災意識をさら

防災対策のさらなる取り組み
に高め︑食料や飲料水の家庭

ねり丸の活用も合わせて検討︒ ◆空き家対策について
今年５月に﹁空家等対策

◆超高齢化対策の介護人材確

問
●

産業経済 機会を捉え特色あ

光施策の検討を︒
①資格取得に対する支援

内備蓄の推進を︒③避難拠点

問
●

や帰宅支援ステーションの情
る資源を生かした練馬ならで

保について

報の収集伝達について︑区の
取り組みは︒④災害時におけ

区民の命を守る
自然災害対策の強化を！

前川区長が誕生した︒予算の

核として重要な存在であるが

を広く周知するため広報活動

の充実を︒③分団本部の整備

や訓練場所確保等の支援を︒

危機管理 ①企業には消防団

協力事業所表示制度の周知︑

学生には消防団活動認証制度

山田 かずよし

の誘致を︒②メインスタジア

の周知等に取り組む︒②区報

◆産業振興策について

の消防団特集で︑災害時や平

億円のプレミア

ムや競技会場は︑都心や湾岸
①総額

地域に集中︒練習会場の区へ

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

問
●

ム商品券を通じて景気の好循

維新の党練馬区議会

﹁ブレない﹂政策の実現を！

①小規模事業者が制度に

は︒②区民が安心して制度を

団員数は年々減少傾向にある︒

問
●

利用するための取り組みは︒

馬区への誘致について

①実効性の高い加入促進策の

年度決算と区財政に

産業経済 ①制度に関する相

に訪日外国人２千万人の行動

福祉の重要性等を学んでいる︒ ついて

談への対応と産業融資制度の

目標を立て︑経済効果が相当

土木 ①導入には法整備が必

活用等で支援︒ 企画 ②情報

営のガイドラインを作成中︒

やその成果をどのように捉え

て課題を整理し普及に努める︒ 執行にあたり︑留意したこと

セキュリティに関する方針・

提言を︒②消防団の活動内容

◆練馬のみどりと観光施策に

ているのか見解は︒②区民税

見込まれる︒区内への観光客

①地震・水害・噴火・竜

収入が増えているが分析と今

基準の改定等︑体制を整備︒

◆防災・震災対策ついて

後の見通しは︒③ふるさと納

問
●

の推進に関する特別措置法﹂

税は返礼品が過熱しているが

要なことから多くの自治体と

が施行された︒空き家・ごみ

区の対応は︒

るＳＮＳの活用について︑区
の見解は︒⑤災害時に指定の

雅彦

年度の途中から

屋敷対策として︑全戸調査や

区長 ①最少の経費で最大の

かわすみ

①平成

意向調査の内容と︑条例制定

効果を上げ︑行政ニーズに的

避難拠点や帰宅支援センター

練馬区議会自由民主党

問
●

までのスケジュールは︒

確かつ柔軟に対応︒﹁改革ね

③事業者ニーズや市場動向も

環境 区内すべての住居系建

りま﹂実現に向け取り組みを

連携して取り組めるよう︑さ

築物を対象に家屋の実態を調

以外の避難者への対応は︒

消防団は地域防災力の中

査中︒その後︑所有者に空き

②雇用・所得環境が改善され

進め︑懸案事項を整理︒区民

まざま機会を捉え働きかける︒ 踏まえ︑区立施設等を活用し

家としている理由や必要な支

②小中学校からの介護教育の

問
●

はの観光施策推進に取り組む︒ 制度の創設等︑行政が財政的

援等を意向調査︒空き家等の

①自転車事故により︑数

①国は︑２０２０年まで

支援を行い︑人材の確保を︒

問
●

困難な状況だが︑東京消防庁

平成27年第三回定例会分から本会議の録画放映が、スマート

源の活用を検討︒ 地域文化

また、質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。

産業経済 ①区内経済の活性

階）、区議会ホームページで閲覧できます。

む︒ 危機管理 ②新しい﹁わ

収納率が上昇したが︑見通し

時の具体的役割を団員の生の
は予断を許さず︒ 総務 ③効

声等を通じて紹介し︑認知度

向け鋭意取り組む︒ごみ屋敷

◆マイナンバー制度について

の誘致を︒③トップアスリー

等の対策はアクションプラン

トとスポーツ団体や子どもた

て介護ロボットの普及と実用

に基づき検討を進めている︒

環につながることを期待する

高齢施策 ①事業者団体等の

化に向けて取り組みを︒

が所見は︒②練馬産業見本市

自賠責保険加入システムの導
意見を聞き︑あり方を検討︒

会議録は、区立図書館、区民情報ひろば（区役所西庁舎１

年度中の条例制定に

入を︒②ねり丸を活用した自
②社会科や総合的な学習の時

の会議録をご覧ください。

と調整を図り整備に取り組む︒

問と回答の要旨を掲載しています。全文は１か月後に発行予定

②適切な会場の確保や利用団

日の３日間、11名の議員が行いました。区議会だよりでは質

対策は

さらに︑さまざまな機会を捉
転車用交通安全ステッカーを

※終了後、おおむね２〜３日後からご覧いただけます。

化につながるよう支援︒②優

平成27年第三回定例会の一般質問は、９月７日・８日・９

導入を︒③離職防止対策とし

え啓発を強化︒③訓練を通じ

リーフレットと一緒に配布を︒ 間等で少子高齢化社会の到来

作成し︑自転車保険加入啓発

や助長行為を見逃さず迅速に

フォンやタブレット等でも視聴可能となりました。

問
●

年度から先輩父親
のメッセージＤＶＤを導入予
連続講座はアンケート等でニ
ーズの把握に努める︒
◆大泉のまちづくりについて
①関越道高架下活用のた
め事業者に約９億の支出を強

問
●

いたことへの考えは︒②住民
同意が整わない中で例外許可

開していきます。

千万の多額の損害賠償が発生

て無線通信による情報連絡の

対処︒ 危機管理 ⑤災害ボラ

健康 ②国の考え方に基づき

⑥災害時の外国人のための情

した理由は︒③過去５年の例
外許可建築物の件数と住民不

とママの準備教室の内容改善︑ 技監 ②法で定める良好な住

画で父親の子育て参画を図る

環境を害するおそれがないと

スマートフォン等でもご覧いただけます

中で︑備蓄の必要性を伝える︒ するケースが増加︒強制的な

実効性を高める︒④一層の活

れた連絡会の早急な設置を︒

ンティアセンター関連マニュ
作成しており︑変更の考えは

の向上と加入促進を図る︒③

用を検討︒⑤臨時的避難所運

③まちづくりの会議体で委員

アルで整理し活用に努める︒

ない︒③

区有地の使用許可等積極的に

◆ 性的マイノリティの権利保障
の１人がヘイトスピーチによ

⑥避難拠点が災害時の情報拠

産業経済 ①アニメや農産物

①偏見や差別の現状に対
って解任された経過は︒④ヘ

点︒外国人の視点を運営に生

ちとのさらなる交流事業を︒

する区の認識は︒②第３次男
イトスピーチを許さない意志

かす︒⑦区民防災組織等と連

じてさらなる産業振興に結び

女共同参画計画から性的マイ
を明確にし︑具体的な方針や

携し外国人の訓練参加を促す︒ 定︒開催日拡大の考えはない︒

果的な枠組みを引き続き検討︒ ねりまＥＸＰＯ２０１５を通

ノリティの記述を除いた理由
取り扱いの基準の早急な策定

◆男性の主体的な子育てと男

支援してきた︒敷地の確保が

は︒③第４次男女共同参画計
を︒⑤区の通訳ボランティア

つくことを期待するが所見は︒ を生かした和食等特色ある資

画に区の姿勢を明示すべき︒

の地域防災計画での活用を︒

報拠点の整備を︒⑦防災計画

認められたため︒③許可

本会議の録画放映を

一般質問︵要旨︶

④相談窓口でも対象とする旨

政治はマイノリティの
ためにこそ！
岩瀬 たけし

権尊重としての男女平等の意

の策定等に外国人の参加を︒

企画 ①橋梁工事はＮＥＸＣ

同意が３分の１を超えた数は︒

②今後検討︒ 総務 ③外国人

総務 ①国の指標も参考に区

日程拡大︑連続講座開設を︒

Ｏ東日本が必要と判断し実施︒

◆ 外国籍住民との共生について

を排除するとの差別的な意見

の実態に合わせて適切に検討︒ ３分の１を超えたものはない︒

今後も、区議会ホームページ等も含め議会情報を積極的に公

たしの便利帳﹂の防災特集の

26

明示し相談しやすくすべき︒
⑤教員や区職員への効果的な
研修の実施を︒⑥区民向けの

総務 ①誤解や偏見を取り除

研修の継続的な実施と拡充を︒

市民の声ねりま

識づくり﹂の項目で対応︒③

ェンダー意識に基づく行政サ

副区長 ①文化的違いを認め︑ 指標変更を︒②母子手帳等ジ

女共同参画について

懇談会に諮り検討︒④区報等

対等な関係を築き共生する地

く等の周知啓発が重要︒②
﹁人

で周知︒⑤多様な手法を工夫

①第４次男女共同参画計

し取り組む︒⑥さまざまな媒

ービスの名称変更を︒③パパ

問
●

体を活用した啓発に取り組む︒ 域社会を目指すことは重要︒

があり︑不適切と判断︒④策

件︒

①多文化共生に向けた認

識は︒②﹁練馬区国際交流・

問
●

定の考えはないが︑差別発言

14

18

ついて、活発に議論しています。

70

多文化共生基本方針﹂に示さ

練馬区議会は、区民の皆様の生活に関わるさまざまな問題に

28

28

問
●

区長 ①安全安心なまち練馬
◆自転車事故対策について

26

の確立に向けて全力で取り組
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