長の受けとめは︒②中身も教

ロセスは議会・区民軽視︒区

検討会等に参加するよう医師

副区長 ①多くの医師が事例

についての考えは︒

施設運営︑施設整備のあり方

観点から︑看取りを考慮した

取りの件数は︒④区民福祉の

は費用対効果や効率性︑サー

ヒントは得られたか︒②改革

また改革を具体化するための

論についての区長の感想は︒

ビジョン等に掲げた事業の推

費の増大で厳しさを増す︒②

税化の影響や社会保障関係経

企画 ①法人住民税の一部国

基金と起債のあり方は︒

の留意点と方針は︒③今後の

見通しは︒②来年度予算編成

主体となる︒④設置を進める︒ 道徳教科化に踏み切った背景

能エネルギー導入等区民等が

取り組みを進める︒③再生可

策の柱立ての１つに位置付け

域特性に沿って検討中︒②施

環境 ①住宅都市としての地

徳授業の内容は︒③文科省が

の意義と現在行われている道

自の項目内容は︒②道徳授業

と議論の中心項目および区独

教育・子育て大綱策定の方針

蓄電池の設置を要望︒所見は︒●
問 ①総合教育会議における

◆教育について

重に保管︒転送可能な場合は

﹁条例制定権﹂を逸脱してい

取るか郵送のいずれかを選択︒ 育 の 場 に ま で 介 入 す る な ど

改めて通知し︑区役所で受け

ると思われるが︑他区の動向

ビスと受益者負担のバランス

④小中学校での太陽光発電と

①区政改革推進会議の資

◆ 区長の基本的な考えについて

受け取り拒否︑宛名なし等の
にどのような認識︑感慨を持

等の見直しが必須︒区長の見

①来年度以降の区財政の

料について︑議論を深めてい
場合は３か月程度保管し︑最
会等を通じ︑積極的に働きか

問
●

くには物足りない︒議論の裏
終的に破棄する︒②区内６か
ける︒②在宅療養推進協議会

①区政改革推進会議の議

付けとなる資料作成に取り組

総務 ①条例の制定には区議

つか︒

◆出張所の今後について

◆区政改革について

む必要があるのでは︒②区政
所の区民事務所の各臨時窓口

進に向け予算を計上︒既存事

在の人事制度の改善方法は︒

問
●

改革について︑議会・区民と

解は︒③区政改革を考える資

問
●

の協働に対する区長の覚悟は︒ に区職員５名と委託職員４名

料での具体的な課題は︒④現

件︒④多様な看取りの場の
１つとして︑特別養護老人ホ

区長 ①改革へのヒントを得

⑤職員に必要な意識改革とは︒

の議論が肝要︒区の見解は︒

を育む指導と評価のあり方へ

と留意点は︒⑤規範意識や心

へ移行するにあたっての課題

と判断は︒④﹁道徳の教科化﹂

年度

老人ホーム５か所では

で検討︒③運営する特別養護

を配置︒窓口対応はマニュア

こんな時代だからこそ
着実な一歩で街づくり
ーム等でも看取りが可能とな

自の幼保一元化等を掲げてい

いじめ・不登校対策等︑区独

総務 ①ビジョンを中心に重

②今後の各出張所の形態と役

福沢 剛

区政に独立自尊の精神を！

会︑区民への十分な協議と説

区長 ①よりわかりやすく内
容のある資料となるよう努め
る︒②区民︑区議会と手を携
◆マイナンバー制度について

えて区政改革を実現していく︒

練馬区議会自由民主党

業の見直しを進める︒③基金

割は︒③全区一様ではなく地

純二

重要︒③子ども・子育て支援

起債は計画的に活用を図る︒

の目的や活用方法を見直す︒

小泉

や超高齢社会への対応等︒④

練馬区議会自由民主党

人事制度にはさまざまな制約

ざまな事例への対応は︒③区

の交付申請の人員配置とさま

◆渋谷区の条例について

の円滑な導入と運用を図る︒

準備に取り組んでおり︑制度

なる見込み︒④全庁を挙げて

うこと︒③所期の目的を果た

た道徳性を実践する態度を養

せていない現状から教科化の

る︒ 教育長 ②授業で培われ
があり︑制度が抱える課題を

副区長 ①事務量等が激減︒

域に合わせた機能︑役割を持
問題提起︒⑤問題意識を持ち

施設活用の検討が必要︒②課

つことが重要︒区の見解は︒

事業﹂は︑注目し検討に値す

ギー社会の将来像とは︒②環

①区の自立分散型エネル

ると思うが︑区の考えは︒

境基本計画におけるエネルギ

◆ エネルギービジョンについて

としてなされたものと認識︒

自ら課題を発見すること︒

対する基本姿勢と最重点で取

活用し︑積極的に病床確保を︒ ⑧選択肢の１つとして検討︒

１の病床確保を︒④特区等も

通しは︒③

◆少子化対策について
①里帰り出産︑助産所で

によりさらなる制度の周知を︒ のさらなる設置推進を︒④小

ついて

おける区民の行動︑役割は︒

組みは︒③エネルギー政策に

ービジョンの位置付けと取り

成講座の開催を︒⑤在宅療養

③困窮者を関連部署と協力し︑ 中学校で認知症サポーター養

長の考えは︒②区報・チラシ

に関する事例検討会で認知症

の整合性を図り認知症カフェ

みを︒③街かどケアカフェと

疲弊する前にさらなる取り組

題等を検証し地域の見守りの

練馬ならではの効果的な制度

を支援︒②課題を検討中︒③

健康 ①継続的な健康づくり

健康ポイント制度の導入を︒

況は︒③健康手帖を活用した

した健康マイレージの検討状

区政改革計画の中で整理する︒ 長の様子等の評価方法を検討︒

場をめざす︒③来年度策定の

実施へ検討を進める︒

科書等の選定等が課題︒⑤成

必要性を示した︒④適切な教

一般質問︵要旨︶

就労につなげる取り組みを︒

年間のロードマップを
作成し効果検証を︒②シルバ

①文化・芸術の役割に対

ッチングを︒④文化・芸術の

問
●

た施策の方向性や目標値の設

インターネット等を活用した

生活困窮者自立支援の拡充で
区民福祉向上を

①生活困窮者支援への区

する区長の考えは︒②文化・

④区内企業・産業団体等と連

定を検討︒②介護予防・日常

一元的な情報発信の整備を︒

問
●

芸術を進める拠点施設のあり

◆文化・芸術について

方の検討を︒③先端技術を活

①介護予防施策を体系化

ー人材センターの事業を拡充

問
●

し︑介護予防施策の推進を︒

高齢施策 ①医師を講師とす

をテーマとする機会の拡充を︒ ◆ 情報のバリアフリーについて

生活支援総合事業に︑お困り

区長 ①区民生活を豊かにす

高齢施策 ① 年後を見据え

ごと支援事業の一部を取り入

ームページ等に区内全体のバ

フト面の取り組みを︒②区ホ

いては情報バリアフリー等ソ

づくり総合計画の見直しにお

①地域福祉・福祉のまち

区長 ①効果的な支援策につ

携し困窮者の就労支援を︒

問
●

◆高齢者施策について

◆区財政について

り組む課題は︒②職員構成に
⑤練馬区に災害拠点病院を︒

問
●

地域医療充実と
子育て・介護に優しい練馬を

整備を︒②氷川台駅前歩道の

拡充を︒②不育症治療助成を︒ ◆まちづくりについて

長期的視点からの対応策をま

設の適切な維持管理の方策と

副区長 ②文化・生涯学習施

策推進会議を設置し関係部署

活動に取り組む︒③庁内に対

図る︒ 福祉 ②積極的な周知

いて調査を行い支援の充実を

を活用する方針︒④学校教育

に開設の﹁街かどケアカフェ﹂

ながら支援︒③谷原出張所内

②介護家族の会等の協力を得

規事業等を充実︒②公共的施

福祉 ①ＩＣＴを活用した新

技術の導入と推進を︒

アプリケーション等のＩＣＴ

る基礎講座等で啓発に努める︒ を︒③音声認識や字幕配信の

リアフリー情報の集約サイト
③男性不妊治療に助成を︒④

間の連携に努める︒④区内企

で認知症理解の推進に努める︒ 設は地図情報と連携した仕組

西野 こういち

⑦光が丘病院の改築で︑重点

産後ケア事業の拡充を︒⑤子

とめる︒ 地域文化 ③音声ガ

業に個別に働きかけ区内産業

練馬区議会公明党

医療を拡充し︑最先端機器の

改善と地下自転車駐車場整備

き事業でのスマートフォンの

を︒③迂回道路の速度規制を︒ イドの導入とともに︑まち歩

団体等にも協力を呼びかける︒ ⑤今後も引き続き開催︒

るうえで大きな役割を果たす︒

区政の重要課題︒ 総務 ②行

導入と︑高齢化に対応した医

育てニーズに合った育児パッ

技監 ①放射 号線の整備状

活用を検討︒④一元的に閲覧

れ︑事業の拡大を検討︒

政需要に的確に応えられる職

ケージの配布を︒

況を勘案し︑必要な補修や改

吉田 ゆりこ

員構成とする︒③行政を補完

療機能の拡大を︒⑧光が丘病

健康 ①直接契約を推進︒②

練馬区議会公明党

・代替する役割を担い︑区は

院の後利用には特別養護老人

今後︑都に要望する︒③取り

号線周辺道路の

仕組みづくりやチェック機能

区長 ①区民の命と健康を守

ホーム等を併設せよ︒

①放射

等を担う︒ 企画 ④新たな基

ーの推進につなげる︒

ＣＴを活用し情報バリアフリ

後研究︒③全庁を挙げて︑Ｉ

みを構築予定︒民間施設は今

金を設置︒ 技監 ⑤民間建築

良を検討︒②改善は都と協議︒ できるホームページコンテン

①高齢者になる前の世代

への取り組みは︒②以前提案

問
●

◆健康施策について

◆認知症施策について
※１

組むことを検討︒④検討︒⑤

と周知啓発を︒②介護家族が

①ＭＣＩ段階で予防対策

子育て等に役立つ内容を検討︒ 駐車場は検討︒③関係機関と

◆生活困窮者自立支援制度に

問
●

り︑安心して生活できる環境

35

35

連携し安全対策に取り組む︒

ツの整備を計画中︒
を整えること︒ 副区長 ②基

本的な考えはビジョンに継承︒ ◆介護予防について

年度から

沿道建築物は平成

５年で全棟耐震化を目指す︒

ＭＣＩ⁝軽度認知障害︒認知症予備軍と呼ばれる状態︒
※1

28

問
●

問
●
用した文化・芸術と観光のマ

組みの利用状況を注視︒

福祉 横須賀市における取り

①看取りについての区医

師会︑医療界全体への働きか

問
●
け︑対応は︒②在宅療養また
看取りのアンケート実施の考

①﹁渋谷区男女平等及び

多様性を尊重する社会を推進

③④病院支援制度等を活用し

えは︒③社会福祉事業団の看

◆地域医療について

する条例﹂の渋谷区の策定プ

問
●

民対象︑区内事業者対象の説

年度予算と区長の基

病床確保に努める︒⑤国・都
へ強く働きかける︒⑥高齢者

①区長の地域医療に対す

る考えは︒②５病院構想の見

問
●

相談センター等と連携し構築

ついて見直しを︒③外郭団体
⑥総合福祉事務所管轄ごとに

年度予算編成に

①出張所の現状と課題は︒ 要な項目について記載する︒

明が不可欠︒区は適切な手続

ンディングプラン・サポート

きを踏み︑事務執行に努める︒●
問 横須賀市が開始した﹁エ

問
●

ルを作成中︒個別の状況に応
②性的少数者への配慮の１つ

た︒②現状を周知することが

による再送準備に関して︑保

企画 ③ 年中に 回程度に

じた適切な対応に努める︒

◆終活について

る体制を築くことが重要︒

考えは︒②﹁個人番号カード﹂

①﹁通知カード﹂の不達

26

管やその後の対応についての

問
●

41

を進める︒⑦充実に取り組む︒ して

と区の役割を明確に︒④既存

地域包括ケアシステム構築を︒ の妊婦健診の直接払い制度の

①平成
区平均の２分の

基金を整理し医療環境整備基

ンプランの着実な実現に向け︑

区長 ①ビジョンとアクショ

物の耐震化を促進せよ︒

特定緊急輸送道路の沿道建築

金の新設を︒⑤民間建築物・

問
●

本姿勢について

◆平成

区民 ①施錠できる部屋で厳

想と覚悟は︒

の準備作業を含めた率直な感

明会の実施回数は︒④この間

10

物は個々の状況に応じ促進︒

の戦略計画は

10

27

23

28

予算を計上︒

10

28

18
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安保関連法は立憲主義を

◆区長の基本姿勢について

問
●

産業経済 ④セミナーの開催
◆認証保育所について
れるのか︒②事業者の委託範

り職員が記載する対応をとる︒ 当しない場合は対象としない︒ 化を招く︒学童保育の質が守
①平成

年度当初予算編

◆区長の基本姿勢について

問
●

えることができた︒

①児童虐待防止に関わる

◆児童虐待防止策について

問
●

高齢者の地域参加と介護

予防を目的としたポイント制

問
●

いるのか︒体制づくりと人材

◆災害時における情報伝達手

みを検討していく︒

より効果的で実効のある仕組

高齢施策 制度の導入も含め︑

確保が必要では︒②地域の支

段の確保について

度についての区の考えは︒

入を︒②高齢者健康診査の受

援にＮＰＯを活用する考えは

職員の負担は大きいものと考

が明らか︒区は方針を見直せ︒ 度税制改正大綱の内容から︑

診率を上げなければいけない

あるか︒③児童相談所が都か

えられるが︑区はどう捉えて

区財政に影響を及ぼす新たな

区初とし

と思うが︑区の考えは︒③健

①健康ポイント制度の導

◆健康寿命を伸ばす施策につ
いて

課題を想定しているか︒③希

康長寿都市宣言を

問
●

こども ①条例で定める基準

望出生率を数値目標として示

成に臨む考えは︒②平成 年

事業者の努力では解決できな
に基づく運営を行い︑学童ク

す自治体もあるが︑区はどう

①認可園と異なる基準等︑ 囲が広がり︑公的責任の後退

い問題も多い︒不適切な運営
ラブの機能を確保︒②ねりっ

問
●

の保育所への巡回指導を強化
こクラブを推進し︑増加する

や窓口相談を充実し︑支援︒

し︑運営不能に陥った時の対

◆子どもの貧困について
把握する実態調査を行え︒②

認識し反対の意思を示すべき︒●
問 ①子どもの貧困の実情を

応を示せ︒②認可保育所の抜

破壊し強行︒憲法尊重擁護義

総務 区として意見を述べる
子ども食堂の取り組みへの支
学童クラブの需要に応える︒

対する区の評価は︒

考えるか︒④ねりマルシェに

て制定してはどうか︒④健康

ら区へ移管された時の課題を

②情報伝達手段の多様化を図

解しやすい明確な情報発信を︒

①災害時には︑区民が理

援の必要性と認識は︒③学習
◆ 住宅リフォーム助成について

問
●

◆マイナンバー制度について
本的増設と保育士の処遇改善

区長 ①ビジョンおよびアク

支援の場所や実施回数等︑拡
①区産業振興ビジョンに

るべきだが︑区の考えは︒③
ションプランに掲げた事業の

えた運用マニュアルを作成し

問
●

①個人番号制度は漏えい

充と対象者拡大を行え︒

元気高齢者を増やし︑
健康寿命を伸ばす
進捗状況を精査し︑着実な実

どのように考えているか︒

てはどうか︒

安保法廃止へ！
子どもの貧困なくす対策を
建設産業を位置付けよ︒②住

寿命を伸ばす施策についての

教育長 ①受け持ち件数の増

企画 ①個人情報保護に万全
で補助金等による支援は考え

祉活動の１つと認識︒現時点

考えはない︒②貴重な地域福

④中小業者への支援と対策を︒ 福祉 現在︑実態調査を行う

施設を整備︒都の補助金を活

様なニーズに応えられるよう

応︒②小規模保育事業等︑多

的な緊急受入れや転園等で対

③助成を行う考えはない︒

技監 ②経済効果は限定的︒

祉・生活関連産業を強化する︒

区にふさわしい分野として福

人は大規模

者に練馬産農産物の魅力を伝

えはない︒ 産業経済 ④来場

企画 ③区独自に算出する考

厳しくなるものと考える︒

さらなる健康づくりへの取り

る︒③課題として考える︒④

えて周知し受診率向上に努め

施に向けて検討︒②機会を捉

副区長 ①効果的な制度の実

置・運営︑財源確保等がある︒ の結果等を踏まえ︑各拠点の

人材の確保︑一時保護所の設

り組みを進める︒③専門的な

専門性や機動力を生かした取

強化を図る︒②民間事業者の

かねないものと認識︒体制の

拠点運営連絡会の意見や訓練

段の充実に取り組む︒③避難

進めている︒引き続き伝達手

ーシャルメディアの活用等を

ため無線のデジタル化や︑ソ

プの導入拡充を︒④

も課題︑検討︒②さらなる連

副区長 ①今後区外での整備

宅介護の整備の拡充を︒

検討︒対象学年の拡大も検討︒

数の拡大を図り休日実施等を

を充実︒ 教育長 ③場所や回

運営マニュアルに反映させる︒

急時用ファクシミリ通報カー

番等緊

ドの配布を︒⑤電子看板付自

係団体と協議し︑実施を検討︒ ◆ 介護予防と社会参加について

組みが必要︒ 地域文化 ⑤関

危機管理 ①②音質向上等の

公衆無線ＬＡＮの設置を踏ま

各避難拠点の特設公衆電話や

環境向上や経済効果等︑他自

区長の見解は︒⑤高齢者スポ

敏幸
②東京都や特別区の税財源の

現に向けて予算を計上する︒

ーツ大会を開催してはどうか︒ 加は虐待対応の質を低下させ

浅沼

治体の成果の認識は︒③国の

一部を国税に吸い上げる等の

を期して制度の導入と運用に

①利用定員

◆ねりっこクラブについて

問
●

練馬区議会民主党・無所属クラブ

交付金等を活用して住宅リフ

影響により︑財政運営はより

米沢 ちひろ

で公的保育の責任果たせ︒

産業経済 ①住宅都市の練馬

ォーム助成制度を実施せよ︒

日本共産党練馬区議団

こども ①必要に応じ指導回

あたる︒②国からの利用の留
度の状況を踏まえて事業内容

ていない︒ 教育振興 ③

析で課題を明らかにしている︒ 数の増︒万一の閉園には一時

意点等に関する通知を踏まえ

用し保育士の処遇改善を図る︒

適切に対応︒ 区民 ③個人番
の拡充を検討︒就学援助に該

⑤明確な将来像に基づく建て

年

号が不明等の場合は職権によ
施策のさらなる充実を要望す

一般質問︵要旨︶

◆区の広報について

替え計画が必要︒区の考えは︒
が高いことから︑継続的確保

◆産業振興施策について

区スポーツ都市宣言﹂を行い︑ 技監 ①容積率の上では増改

①まちライブラリーの公

基本姿勢は︒②﹁よりどりみ

◆読書活動の推進について

間の拡大を︒③書籍の殺菌・

共施設への設置を︒②図書館

問
●

会議等を活用し周知に努める︒ 資料受取窓口の増設や開館時

強化︒ 高齢施策 ④地域ケア

携を図る︒ 健康 ③福祉・医
が図れるよう引き続き都と協

等地域生活の支援を充実︒②

療の相談施設の連携をさらに

築が可能な状況︒②建築物の

けた取り組みは︒②創業ねり

ニーズの把握に努める︒③施

福祉 ①相談・就労・住まい
位置︑用途︑所有者等の調査

議︒②将来の需要予測や先進

ま塾の卒業生連携の機会創出

動販売機の設置拡充を︒

スポーツ振興の柱としては︒

事例等を参考に︑地下利用等

消毒機器の導入を︒④区政

①第２回産業見本市に向

どり練馬﹂キャンペーンを通

を進行中︒③費用の負担を含

◆子どもの貧困対策について

⑤利用状況等を踏まえ検討︒

問
●

じての手応えや今後の展開は︒ 副区長 ①区民がスポーツに

め関係事業者と協力︒④⑤地

を︒③空き店舗を活用した創

④ホームページからの印刷や

設建設や改築等の際に対応︒

周年に向けての積

さまざまな方策を検討︒

業支援を︒④小中学校での起

には景観や利用効率の良いも

ジュールは︒②緑道の再整備

の進捗状況および今後のスケ

に努める︒②事業計画策定や

産業振興 ①出展者数の増加

チェック表の活用の促進を︒

人未満の事業者へストレス

◆障がい者施策について

①特別養護老人ホームの

整備策は︒②高齢者相談セン

※３

電子化を︒⑤ビブリオバトル

で子どもの読書活動の推進を︒

⑥図書館でベビーカーの貸出

対策を︒②ひとり親世帯等へ

委員会等の連携を強化し早期

ち切るため︑福祉部門と教育

運営を検討︒③導入を検討︒

究︒②利便性に配慮した事業

取り組み状況等をみながら研

教育振興 ①南田中図書館の

カンドブック事業の導入を︒

を︒⑦３歳児等に本を贈るセ

の就労支援の充実を︒③学習

区長 ①②ビジョンに支援が

図書館での実施を進め︑学校

支援の充実と対象学年拡大を︒ ④デジタル化を検討︒⑤区立

にも働きかける︒⑥導入を検

化を︒③保健相談所と高齢者

平野 まさひろ
のになるよう︑計画の段階か

産業見本市への参加等を支援︒ 相談窓口での配布に取り組む︒●
問 ①子どもの貧困連鎖を断

土木 ①現在︑シールドマシ

年度に完

練馬区議会公明党
ら地域住民の意見も取り入れ

ンが発進する縦穴が築造され︑ む︒ 健康 ⑤区でもチェック

①文化としてのスポーツ

①障がい者施策に対する

討︒⑦ブックスタート事業の

成果を検証し︑調査・検討︒

充実を掲げ︑施策を展開︒効

④地域密着型サービスの周知

果的な支援策を調査し︑支援

相談センターの連携の強化を︒ 必要な子どもへの取り組みの
考えは︒②区独自の補聴器助

を︒⑤看護小規模多機能型居

※２

成を︒③公共施設へ磁気ルー

問
●

周年に向け区の貴重な資料の

◆ 田柄川緑道の再整備について

業家教育の促進を︒⑤従業員

域住民や関係事業者と時間を

①第二田柄川幹線の整備

かけて検討することが必要︒

上野 ひろみ
◆光が丘駅周辺の自転車駐車

練馬区議会自由民主党
補助金を活用し︑イベント等

③拡充に取り組む︒ 教育長

危機管理 ⑤拡充に努める︒

問
●

周辺環境に配慮した上で整備

年度は 件

進めよう！区民第一主義︒

を進める︒ 地域文化 ③都の

②これまでにない大きな反響︒

を積極的に図ることが重要︒

区長室 ③報道機関へのパブ

今後も戦略的・積極的に展開︒

年度 件︑

リシティによる掲載実績が平
成

る場を設け︑また早期実現を

◆高齢者施策について
恒久的な整備を強く要望︒区

トンネル掘削が平成

問
●

緑道を整備していく︒

問
●

④中学校の職場体験学習等と
の考えは︒②都道や駅前ロー

①放置自転車対策として︑ 要望するが︑区の考えは︒

タリーの地下を活用した本格

問
●

を実施︒④課題として考える︒ 場の整備について

施した建築物現状調査の結果

的で機能的な最新鋭の自転車

関連させ起業家教育に取り組
は︒②未認定の建築物調査の

①一団地認定に備え︑実

進捗状況は︒③さまざまな調

駐車場の整備を︒区の考えは︒ 了予定︒②適切な時期に地域
土木 ①﹁ふれあいの径﹂の 住民と協議を進め︑特色ある

年１月
査は住民に負担が生じないよ

◆スポーツ振興について
の促進が重要であるが︑区の

う努力を︒④住民に将来像の

28

31

表を作成し︑庁内連携し支援︒ ター本所と支所間の連携の強

所見は︒②今後予定されてい

自転車駐車場は利便性と効果

磁気ループ⁝聴覚障がい者用の補聴器を補助する放送設備のこと︒
ビブリオバトル⁝参加者同士で本を紹介し合い︑もっとも読みたいと思う本を投票で決める書評合戦︒
※3 ※2

開始見込み︒平成

る施設整備への区の所見は︒

アンケートの実施をしては︒

問
●

50

③誰もがスポーツを楽しめる

いキャンペーンを展開︒

◆ 光が丘地区の将来像について

251

と大幅に増加︒④統一的なイ

26

高齢者・障がい者施策推進で
住みやすい街を

区長 ①区のイメージアップ

④区独立

体︑住民等の意見を聴取し︑

①区長の広報に取り組む

るが︑区の考えは︒④﹁練馬

区も同様の態度をとるべき︒

でも受理し罰則・不利益なし︒ 区長 ①区の保有データの分

は確定申告書等︑番号未記載

いの課題多い︒認識は︒③国

提供・記載・保管等︑取り扱

制度融資等︑区業務での番号

減が目的︒凍結を︒②介護や

を防げず社会保障の抑制・削

問
●

考えはない︒

務にも反する︒区は違憲性を

28

③全庁的な広報活動の成果は︒ 親しむ機会を拡大︒②関係団

問
●

23

119

90

27

極的な広報の展開は︒

70

155

メージで節目の年にふさわし

24

70

28
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区 議 会 だ よ り

回答者の略称 区長室：区長室長 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
高齢施策：高齢施策担当部長 健康：健康部長 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 こども：こども家庭部長
監査：監査事務局長

消費税

％増税と国の社

◆区長の基本姿勢について

問
●

①病床確保のため練馬単

問
●
①障がいの種別による格

るべき︒利用者が激減した出

た施設から再編・統合を進め

る︒利用率や必要性が下がっ

高齢施策 ①街かどケアカフ

金券類の一律配布の見直しを︒ 情報交換している︒②他団体

強化を︒②いきいき健康券等

防・介護度改善の取り組みの

導入に向け︑研究会を設置し︑

企画 ①統一的な会計基準の

①過去には目黒区や新宿

張所の窓口事務の廃止と地区

問
●
区は︑財政非常事態宣言を行

③導入しなくとも︑公正妥当

の事例も参考に研究︒ 監査

①再開発準備組合の検討

ェ等を活用し高齢者の関心が

問
●

った︒区民に対し︑率直に財

談体制を実施する予定はない︒ ◆財政について

差はなくすべき︒区の認識は︒ ◆石神井公園駅周辺再開発に

問
●
独の医療圏を設定すべき︒区
②精神障がい者への心身障害

ついて

の認識は︒②単独医療圏実現

高い事業を実施︒②いきいき

へ区は先頭に立ち都に要請を︒ 者福祉手当と福祉タクシー券

区民館および地域集会所の機

な監査が実施できていると考

能の再編・統合を︒

える︒ 福祉 ④平成

政が厳しいことを伝え︑理解

健康券やその他現物給付も含

を得る努力を︒②近い将来︑

区民 これまでの出張所とし

の全容を全地権者や議会に示

億円余の財源不足に陥る︒

めたサービス全般のあり方を︑ ら所轄の社会福祉法人等に指

せ︒②区は多額の公費支出し
たが︑住民の生活・営業を切

ての機能・業務については︑

の支給を︒③施策の検討段階
せる仕組みを︒④精神保健相

厳しくとも歳出削減に取り組

で当事者や家族の声を反映さ

保が必要︒現行の医療圏には
談員を全保健相談所に配置し︑ り捨て︑大企業だけが儲かる

年度か

問題がある︒あらゆる機会を

今後区民の意見も踏まえ検討︒ 導検査を実施する予定︒体制

◆教育について

大津市で発生したいじめ

◆新地方公会計と公監査につ

問題は︑教育委員会の隠蔽体

●
問

を検討する必要があると考え

委員会による調査を前提とし

藤井 とものり
企画 ②収入増の工夫と収入

いて

練馬区議会無所属

強化に取り組む︒

廃止を基本とし︑施設の活用

年

区長 ①財政の現状や見通し

出す具体的な方法を問う︒

号道路

金計画破たんの場合の公費穴
埋めの危険性は︒④

は優先整備路線に指定するな︒ 等をまとめた資料を平成
月︑議会と区民へ示す︒

額に見合った支出額にする見

る︒ 地域文化 来年度策定す

技監 ①計画案の都市計画決

厳しくとも本当のことを
伝える責任がある

まざるを得ない︒財源を生み

拓

まちづくりでいいのか︒③資

島田

常勤化せよ︒⑤電話相談の時

企画 社会保障改革と増税は︑ 区長 ①②地域包括ケアシス

①基本協定書に基づいた

◆練馬光が丘病院について

問
●
検証と医療機能の充実を︒②
改築の基本構想策定に向け広

光が丘病院改築は
区民の声をもとに進めよ
日本共産党練馬区議団

定の際には区民に示し意見を

る公共施設等総合管理計画で︑●
問 ①特別区間で︑同一の会

に向け︑都と連携し取り組む︒ に上回る区立施設を抱えてい

と服務規律の徹底を図り︑制

職員や委託業者の意識の向上

が見過ごされがち︒①介護予

に︑非効率や無駄があること

地域との連帯も重視すべき︒

を歪めることにならないか︒

学校差増大で義務教育の本質

制の強化を︒

④社会福祉法人の指導検査体

百分の１以下と見込まれる︒

近への影響は環境基準値の数

を設置し上空へ拡散︒地表付

技監 喚気所等に︑除塵装置

無い︒積極的な安全対策を︒

複数の窓口を繰り返し周知︒

んでいる︒法務省や警視庁等︑

査に︑近代監査技法の導入を︒ 策が形骸化しないよう取り組

ある救済制度が必要だ︒教育

外部性が担保された実効性の

質に問題があった︒独立性︑

聞く︒②再開発事業は︑従前

直しが求められる︒基金や起

間延長と体制の強化を︒

債は今後の財政負担を見据え

権利者の居住や営業の継続が

①来年度値上げしない手

談会等に委員として参画︑意

問
●

見を聞いている︒ 健康 ④訪

加︒急性期後の医療等の拡充

重点医療を担い実績は年々増

利点︒指摘は当たらない︒③

ない︑外部の弁護士によるい

福祉 ①精神疾患の通院の医

じめ通報の窓口の創設を︒

療費助成には制限なく入院等

計基準の共有を︒②事業別や

立てを︒②多子世帯への均等

課別の財務諸表を作成するな

◆施設について

等も視野に入れ︑地域集会施

リスクは開発業者が負担︒④

た計画的な積立と活用が必要︒ 公共施設の適正配置︑複合化

都市計画道路は着実な整備が

教育長 教育委員会では﹁い

には他制度の支援もあり︑格

じめ等対応支援チーム﹂で対

差はない︒②財源確保等の課

どマネジメントに生かす取り

割減免を︒③保険料支払いで

組みを︒③財政援助団体の監

生活保護基準以下の世帯を減

問支援の実績や効果を検証し

度を適切︑着実に運用︒

教育振興 検証委員会の調査

高齢者人口の増加を理由

設のあり方を検討︒

をめざす︒②基本構想策定懇

た方法を検討︒②③国が検討

◆キャッチフレーズは幻想か

一般質問︵要旨︶

①私の前職の民間企業で

橋脚コンクリートの老朽

劣化で危険な落下防止工事︒

問
●

◆ 関越道高架下高齢者センター

提供や安全確保に努めている︒

改善を図り︑選択制度を継続︒ との連絡会を立ち上げ︑情報

区は国等の事業者や地域住民

でも︑保護者︑生徒の多くか

問
●

◆高齢者福祉について

談会の内容は全て公開︒策定

中︒動向を注視していく︒

区は︑財政余力をはるか

必要︒第四次事業化計画策定

るよう丁寧に説明︒④今後︑
検討︒⑤区独自に

問
●

区民 ①値上げ抑制に配慮し

免する境界層措置を実施せよ︒ 題があり困難︒③計画策定懇

地域医療振興協会と協議︒
◆精神保健施策について

整備を関係機関に働きかける︒ 検討が必要︒今後︑学校施設

時間の相

◆地域医療構想について
◆保谷駅周辺の踏切対策とま

等総合計画で考え方を示す︒

③地域の道路整備に関する取

り組みの進捗を踏まえて検討︒ ◆積極的な都市農業について
◆職員の意識改革と人事制度

問
●

％を大きく

高齢者施設増加による介

◆福祉・高齢者事業人材不足

問
●

前川区政 か月
未だ政策も抽象的で意味不明

ック経費増大等で困難な課題

ら良好な評価︒今後も必要な

・

１％は危機的な

欠け現実問題に十分な言及な

決算で経常収支比率
ジョン﹂戦略計画︑﹁アクシ

超過︒区が頼る財政調整交付

◆ 区財政経常収支比率は危機的

ョンプラン﹂実施計画等は意

職員の意識を住民本位に変革

企画 両計画とも具体的な政

し︒いかなる区政を行うのか︒

問
●
は︑人事制度改革と新たな研

﹁みどりの風吹くまちビ

④南北交通の利便性向上に大

展開を︒②練馬区の財産であ

できるよう人事評価制度の改

馬産野菜を区内外に広める事

見を聞き︑安全でおいしい練

産業経済 ①農業者に広く意

導入し効果的な指導・育成に

育成︒ 総務 来年度新制度を

ともに考え行動できる職員を

課題を発見し︑地域で区民と

区長 ①問題意識を持ち自ら

拓を︒

を数字で管理することによる

区政喫緊の課題は︑区民

◆区民はマイナンバー制不信

との指摘は全くあたらない︒

みで︑区政像が明らかでない

抽象的なキャッチフレーズの

将来像を具体的に示している︒

もに考えながら持続可能な区

い見通しを区民に周知し︑と

全︒財政の現状や今後の厳し

企画 現時点の財政構造は健

が予想される︒区民税増収は

取り組んでいる︒

従事者の確保・育成・定着に

費増大には歳出カット徹底を︒ 研修センターと連携し︑介護

期待できず医療費や生活保護

◆外環道と外環の２の問題点

高齢施策 練馬介護人材育成

護労働者不足対策が必要では︒ 限り反映した︒今後も工事説

企画 さまざまな機会を通じ

沿道住民との十分な対話を︒

なく︑地域の拠点としての役

業として取り組む︒ねりマル

つなげる︒新たな研修は今後

個人の尊厳と個人情報をいか

策を体系的に盛り込み︑区の

割を備えている︒大泉第二小

シェはより多くの来場者が都

策定の﹁練馬区人事戦略﹂に

に守るか︒区政は信頼無く改

民サービスの確保に努める︒

業との積極的な人事交流の開

善と研修の導入を︒②民間企

きく変わった︒区においても︑ ﹁教育大綱﹂素案も具体性に

問
●

きな効果があると考える︒エ

る農地を守るため︑﹁農の風

改革について

渋滞の発生や事故の危険性︑
イトライナー構想との整合性

①ねりま農業ブランド化

緊急車両走行の妨げなど︑多
を考慮し研究を進める︒

活用を︒

に向け︑積極的なマルシェの

くの弊害を招いている︒早期

問
●

の対策促進を︒②区民が安全

修の導入で︑社員の意識が大

味不明で区民は理解出来ない︒ 金は都税の国税化やオリンピ

学校施設は教育面だけで

民間の発想力で︑
区政に新しい風

問
●

景育成地区制度﹂の積極的な

みどりバス南大泉ルートの保
谷駅早期接着を︒④大泉学園
町までの大江戸線延伸を着実

南大泉・石神井台・関町・立

学校をはじめ︑体育館が２階

市農業の魅力を感じる企画を

盛り込む︒②交流先を開拓し

めて徹底した職員教育を︒

区医師会と日本大学によ

深度地下高速道の排ガス対策

重機横転の大事故が発生︒大

配慮して改築を進める︒

が持続可能な経営となるよう

見込み等を十分考慮し︑病院

地域医療 新病院の経営収支

経営力等を懸念︒区の見解を︒

る過去２度の経営破綻︒人材︑

問
●

◆光が丘病院大型化で経営は

明会等で十分に説明する︒

て区民の意見を聞き︑可能な

野町から︑吉祥寺・三鷹方面

工夫︒②営農の継続性や農地

積極的に進め︑職員の意欲向

土屋 としひろ

便性の向上に繋がると考える︒ にある学校は︑安全安心な地

へ接続させれば︑区西部の利

域の拠点を創出するという観

保全について農業者の理解が

オンブズマン練馬

積極的な検討を︒

教育長 区立小中学校施設の

点から︑優先的に改築を︒

必要︒高松地区の成果を他地

問
●

技監 ①抜本的な解決には連

維持管理と改築について調査

に有害物質浄化装置の設置は

外環道大泉で工事用巨大

続立体交差化が有効︒まちづ

中︒避難場所や地域の拠点と

区立中学志望校選択制は

問
●

くり等の検討を進め︑西武新

問
●

◆区教育委員会の問題点
宿線立体化の進捗を踏まえて

企画 教育・研修等を通じ︑

に実現し︑その後︑大江戸線

29

区へつなげられるよう努める︒ 上や組織風土の改革を推進︒

かしま まさお

86

しての役割も含めて総合的に

練馬区議会自由民主党

80

取り組む︒②東西道路の早期

を分岐・南下させ︑西大泉・

20

出来る駅前通りの整備を︒③

◆ 学校施設の改築計画について

①保谷駅周辺の踏切は︑

ちづくりについて

24

27

く説明会の開催を︒③一団地
認定の説明は全光が丘住民に︒
④新病院の差額ベッドは現行

200

12

③関係権利者に理解が得られ

◆国民健康保険について

232

には広く区民の意見を反映︒

健康 ①救急・小児等４つの

割合に抑えるべき︒

捉え意見を述べ働きかける︒

必要かつやむを得ないと認識︒ テム構築には︑地域の病床確

反対せよ︒

会保障大改悪計画に区として

10

に歩ける︑安心して買い物が

問
●

区 議 会 だ よ り
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