ヤングケアラー⁝病気や障害をもつ家族のケアをしている︑またはその手伝いをしている

練馬城址公園整備の都との協

歳代の人のこと︒

議や調整の時期と方法は︒

〜

項目︑次年度以降の検討課題

カルチュラル・オリンピアード⁝文化・芸術によるオリンピック精神の普及活動︒

進について

◆文化・芸術の街ねりまの推

場の確保は︑高架下や空き家

討︒新進芸術家の創作活動の

たっては所得制限の撤廃を︒

成の早期実現を︒②助成にあ

②離婚後の女性の自立支援を︒

考えたガイドブックの作成を︒

のひとり親家庭等ニーズ調査

とされた項目は︒②次年度以

福祉 ①平成 年度実施予定

を開始する予定︒②今後の助

との関連は︒④財政運営に欠

①﹁練馬区のこれからを

健康 ①平成 年度から助成

④学校教育の中で︑区立美

かせない基金と起債について

◆区政改革について

問
●

等の活用も含め検討︒
教育長

①文化振興協会のリーダ

ーは芸術的才能・人脈・やる

問
●

の結果等も踏まえ検討︒②国

区長 ①整備は必要不可欠︒

が示す就労支援策の拡充の方

②交通の円滑化︑歩行空間の

成状況を考慮し︑他自治体の

降協議にあたっていく際の区

取り組みも踏まえ研究︒

の考えは︒

術館が明確に位置付けられる

の方針は︒⑤国等の財源を活

よう取り組みを進める︒

用し︑経済対策の補正予算を

気を兼ね備えた人材を︒②英

考える﹂資料に対する区民の

語等でのＳＮＳ発信や旅行会

意見について区長の感想は︒
し配布中︒ 副区長 ③早急な

係る経費等

確保等︒パンフレットを作成

区長 ①②状況の厳しさを踏
項目が新規に算

②区政改革計画の受益と負担

編成すべきだが区長の考えは︒ 企画 ①子育て支援新制度に

の見直しについての区長の考

向性を踏まえ検討︒

※４

小川

けいこ

を取得し﹁冒険の森﹂として

タバコの吸い殻の回収・

町会・自治会について

◆地区区民館の大規模改修と

況や効果等を調査し検討︒

総務 他自治体の取り組み状

リサイクルを︒

問
●

ルについて

①﹁羽沢けやき憩いの森﹂ ◆タバコの吸い殻のリサイク

◆﹁冒険の森﹂ほかについて

の拡大を︒②がん検診に特化

練馬区議会自由民主党

﹁目にみえる﹂
﹁実感できる﹂
政策を実現！

受診期間を延長し︑受診機会

問
●

◆がん検診について

なかアートの推進︑若手芸術
スの整備を︒④区立小中学校

①がん検診と健康診査の

社と連携し︑カルチュラル・

◆ 家族介護者への支援について

家が利用できるアートスペー

わいの拠点として整備を要望︒ ﹁アート地区﹂を選定し︑街
①家族介護者への支援計

画は︒②複数の課題を抱える

問
●
※１

区長 ①世界の第一線で活躍

の文化芸術教育の推進を︒

健康 ①医師会と協議を進め︑ 一体となる整備計画を立てる

の仕組みを構築するべき︒

会・自治会へのさらなる支援

整備を︒②四季の香公園内の

アラーへの支援の取り組みは︒

家族の対応策は︒③ヤングケ

区長 ①時期を失することな

べき︒

①豊玉北地区区民館の大

受診期間の延長に取り組む︒

用︒ 企画 ⑤国の﹁年金生活
園駅南側地域の現状について

③補助
号線を含めた大泉学

の検診記録を記載できる等の

検診の必要性を記載し︑経年

②一体的に整備を進める︒

改修の目途を立て︑工事スケ

く用地を取得し︑着実に整備︒ 地域文化 ①平成

区長 ①即応体制の確保が重

のさらなる普及の取り組みを︒

発に取り組む︒④区の各窓口

け︑子どもの気持ちを一番に

査の結果を踏まえ︑より利用

予定のひとり親家庭ニーズ調

福祉 ①②平成 年度に実施

活性化へ支援制度を検討︒

り組み等も注視し︑さらなる

ることが望ましい機能等を検

◆保育士・看護師等の人材確

問
●

①保育補助者の雇い上げ

支援を︒②不足する保育士等

みなし適用についても検討︒

しやすい相談体制の確立や︑

◆環境問題について

の子どもの保育園優先入所を︒●
問 ①省エネ家電への買い替

時間

②古布・雑紙等の集団回収の

え等︑省エネの意識啓発を︒

削減への普及啓発を︒

環境 ①効果をわかりやすく

周知︒②古布集積所回収の試

◆子育て施策について

の開催等で啓発に努める︒

勉

拡大を︒③さらなる食品ロス

保育の拡充を︒④病児・病後

③事業所内保育事業と

光永

教育長 ①新たな貸付事業の

産業経済 ③新たな料理教室

行に向け現地調査を実施︒

導入を検討︒②保育定員の拡

児保育施設の新設を︒

練馬区議会公明党

家具転倒防止器具の普及で
防災対策の推進を

①若年女性の貧困問題へ

◆男女共同参画計画について

したまちづくりに取り組む︒

援︒③異なる地域特性を生か

り組む地域の特色づくりを支

年度から駅周辺の商店街が取

具体化︒ 産業経済 ②平成

①男性への不妊治療費助

年度中に

芸術系大学や美術館を核にア

④離職者対策と意識改革を︒

要︒ 危機管理 ②学校施設等

①協議離婚する夫婦に向

げる︒ 教育長 ③関係機関と

高齢施策 ①②今後検討︒③

総合管理計画策定の中で検討︒

問
●

連携し家庭生活の安定を図る︒ ートのまちづくりの推進を検

複合的な相談にも対応︒家族

③拠点活動の活性化を支援︒

保について

討し︑議会や区民意見を聞き︑ で相談ができることを周知︒

問
●

◆不妊治療について

ジュールを策定︒②他区の取

①初動期の防災対策の基

◆防災対策について

問
●

本姿勢は︒②避難拠点の体育
①区の認識と実態調査を︒ 館に冷暖房対策を︒③避難拠

会は検討︒ 総務 ④仕事と家

問
●

庭生活の両立に向け推進︒応

③相談窓口と家族会の設置を︒ 対策を︒④家具転倒防止器具

②アクションプランに明記を︒ 点運営向上のため︑さらなる

問
●

◆ダブルケア対策について

※３

る︒④今後設置︒⑤検討する︒

知︒相談スキルの向上に努め

一般質問︵要旨︶

◆ひとり親対策について

規模改修の実施計画は︒②町

副区長 ②多言語によるソー

②健康手帳の作成にあたり︑

問
●
シャルメディアの活用等︑集

ローズガーデンと他の庭園が

客やＰＲ等について検討︒③

する芸術家を招へいする考え︒ した手帳の作成・配布を︒

を実施︒②福祉事務所等がチ

高齢施策 ①街かどケアカフ

予算に本格的に反映︒④新た

ームを組み必要な支援につな

者等支援臨時福祉給付金﹂の

企画 ①区民要望に応える施

④収納対策強化や特定財源活

拠点整備事業﹂の展開を︒

２歳までの定員枠を重点整備︒ 地域文化 ①充実に努め区内

工夫に取り組む︒

①都市計画道路について︑ ェこぶしを開設し︑訪問活動

仕事をしてほしい︒④市民常
効果は︒また周知の方法は︒

な基金創設等︑見直しを行う︒ 区長の認識は︒②機能や整備

創設を受け︑補正予算を編成︒ 区の考えは︒④地権者からの

①経済情勢を踏まえた区

財政の見通しについて区長の
◆都区財政調整について

用地売却等の要望には早期に

見解は︒②当初予算編成にあ

かせ︑後世に誇れるまちづく

設整備等に活用︒②③公共施

対応すべき︒区の所見は︒⑤

りを進める︒ 企画 ②福祉・

設等総合管理計画で検討︒④

①都区間で協議が整った

医療と都市基盤整備に重点配

問
●

たっての方針は︒③予算が大
幅増となった要因や区政改革

①改革についての区長の

◆区政改革について

問
●
考えは︒②住民参加について

区長 ①究極の目的は区民サ

用等︒⑤効果的枠組みを検討︒●
問 ①連携事業のＰＲを︒②

◆区内３大学の連携について

は︒③持続可能な区政運営を︒ 分︒③需要額算定が落ち込む︒ 可能な限り早期に取り組む︒
ービスの向上︒②意見等で対

副区長 ⑥的確な見通しを立

年度予算について

区の重要施策に﹁地︵知︶の

応すべきものは実行︒③区政
◆平成

改革を踏まえ財政計画を策定︒ て効果的に活用︒ 教育長 ⑦
①新年度予算にかける区

宮原 よしひこ

区政改革で
住みやすさ№１の練馬を！
練馬区議会公明党

の対応を︒②女性向け自立支

高齢施策 ⑧⑨﹁はつらつシ

外に広く発信︒②大学と協議︒ 援サイトの新設等を進め啓発︒ ④効果的な普及方策を検討︒

保の取り組みを︒⑤ふるさと

◆ 賑わいある街づくりについて
①幼保小連携の推進を︒

がる周知啓発を︒④当事者や

防への具体的取り組みを︒⑨

※２

発達障害の早期発見・療育を︒

施に向け取り組む︒ 福祉 ②

教育長 ①条件整備を図り実

援体制を︒②すべての事業に

制度化を国や都に働きかける︒

①自立支援に向け相談支

寡婦控除のみなし適用を︒

問
●

◆ひとり親家庭支援について

場所や事業者を選定している︒ ②５歳児健康診査の実施等で

①虐待防止に家庭訪問型

家族が相談できる窓口設置を︒ 援︒④地域バランスを考慮し︑ 支援のホームスタート導入を︒

問
●

結果を参考に︑実態に応じた

大に注力︒③多様な保育を支

支援を行う︒②就労相談や職

ボルとして文化芸術と伝統工

の各駅の特色を生かし総合的

業体験等を計画︒③講演会等

②接続期カリキュラム作成と

問
●

◆教育について
◆障害者差別解消法について

援プログラムの実施を︒③性
ニアクラブ﹂の開始等自主的

的マイノリティの理解につな
な介護予防を支援︒⑩新たに

①としまえんを区のシン

納税の積極的な取り組みを︒

を︒②啓発の推進を︒③相談

問
●

⑥基金と起債についてのバラ

◆ 公共施設の改修改築について

資格取得への助成等を実施︒

進める︒②作成に着手︒合同

な賑わいづくりを︒

①対応要領を策定し研修

年度は保育所待

⑤大活字本を給付対象に︒

研修等を充実︒③全校１名配

総務 ①国で実施予定の調査
福祉 ①対応要領を制定し職

介護予防の元気高齢者づくり

①現時点での適正配置・
再編の成果は︒②ＰＦＩ等の

員研修を実施︒②積極的に取

を実施︒今後もさまざまな啓

区長 ①可能性を最大限花開

問
●

活用を︒③建て替えの優先順

副区長 ①区として整備され

齢者対策の健康増進・介護予

の目標を︒⑩介護人材確保を︒ 位は︒④地区区民館︑地域集

置︒子どもの状況により増員︒

問
●

機児童をゼロにすべき︒⑧高

28

28

り組む︒③相談窓口を広く周

ンスは︒⑦

24

問
●

起債は後年度負担に配慮し活

問
●

いて

◆都市計画道路等の整備につ

関口 和雄

大局に立ち﹁改革ねりま﹂の実現を！

盤整備への重点配分︒区政改

練馬区議会自由民主党

見直しを行う︒③問題意識と
革計画は︑平成

23

◆予算について

年度以降の

突破力を身に付け積極果敢に

問
●

オリンピアードで練馬の文化

し等は合意に至らず︒②

改善が必要︒④丁寧に対応︒

まえ持続可能な財政運営の堅
⑤都の事業化の考え方やスケ

持を基本とした︒ 副区長 ③
区

えは︒③区政改革を担える能

定︒特別交付金の割合の見直

力と志を持つ職員の育成につ

・芸術を国内外にＰＲを︒③

一体になって協議に臨む︒

※4

ジュールと調整を図り︑にぎ

予算増は福祉・医療と都市基

20

10

会所にエレベーター設置を︒

28

28

135

識に合致したものと考える︒

29

芸の拠点に︒②練馬駅周辺を
体制の整備を︒④障害者差別 現場研修を︒③学校生活支援
解消支援地域協議会の設置を︒ 員を全小学校１学年に設置を︒ 区の観光拠点とし︑賑わいの
街の創出を︒③大江戸線沿線
教育長 ①さらに取り組みを

金の減収の要因は︒④財源確

方は︒③特別区財政調整交付

規模が増大した理由と使われ

長の思いと留意点は︒②予算

問
●

28

ＰＦＩ⁝︵ Private Finance Initiative
︶の略︒民間が事業主体としてその資金やノウハウを活用して公共事業を行う方式︒
ダブルケア⁝子育てと介護に同時に携わること︒
※3 ※2

平成28年第一回定例会の一般質問は、２月８日・９日・10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、質問の様子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。

10

いて区長の所見は︒④関越高
架下の住民訴訟の請求棄却判
決について区長の見解は︒

区長 ①資料公表は大きな意
義があった︒②区民︑議会と

28

※1

客観的データに基づき議論し︑

28
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区 議 会 だ よ り

の取り組みは︒また法令違反

徒に対する指導の状況と今後

情報収集に努め万全を期す︒

小型発電機の補完電源に活用︒

リティ対策等の検討が不可欠︒ 池自動車で５〜６日分に相当︒

えない︒利用要件を即時撤廃

介護の改悪中止を国へ求めよ︒ 等有効に利用されていると言

◆西武新宿線沿線のまちづく

③地域包括支援センターの本

②個人番号カードの申請状況︑

ドの配達等の現在の状況は︒

りと立体化について

企画 ①算定需要額の落ち込

握し︑どう対応するのか︒

正状況とその計画の実効性を

安保法強行は立憲主義を

挙啓発活動への取り組みは︒

高めるための今後の取り組み

化が必要︒区の所見は︒④投

録状況と登録者を増やす方法

は︒②災害ボランティアの登

出張所のあり方について区の

交付状況は︒③自動交付機や

よしゆき

受け取りを出張所で扱うこと

を要望︒区の所見は︒⑤対面

サービスの委託先を郵便局だ

けでなく銀行等にも拡大して

区民 ①約 万５千配達︑４

いく必要あり︒区の所見は︒

選挙管理 ②体験教室や啓発

令違反は厳正に対処︒

を向上︒②

名登録︒区報等

に策定︒実践的訓練で対応力

危機管理 ①平成 年３月中

ードへの切り替えを案内︒今

利用者には個別に個人番号カ

投票所の自由選択化はセキュ

で選挙制度を丁寧に説明︒④

校を通じて周知︒今後区報等

学校配付等啓発を強化︒③学

かな対応を各学校に指導︒

車で１世帯の約２日︑燃料電

に努める︒ 環境 ④電気自動

必要︒関係機関と連携し習熟

で周知︒③操作技術の向上が

②消費者の権利を守る体制は︒

は困難︒⑤今後︑調査・研究︒

④セキュリティ面等から実施

の機能を持たせるよう検討︒

後のあり方は︑地域の特性等

枚交付︒③交付機のカード

講座等を実施︒ＤＶＤの全中

義務はない︒事業者による不

環境 ①国の責任で行うもの︒

組織間で連携し適切に対応︒

②区民の問い合わせ等に関係

べきだが︑直接聞かない理由

企画 ①セキュリティは確保︒●
問 ①当事者の声を聞き取る

は︒②職員の研修等の計画は︒ ◆子どもの支援について

当な扱いへのチェック体制は︒ ◆障害者差別解消法について

インターネット社会のリスク

①不安定な時期の中高生

の居場所をどう考えるか︒②

問
●

の啓発に努める︒ 産業経済

福祉 ①引き続き丁寧に聞き

取る︒②今後策定する対応要

◆ エネルギービジョンについて

問 ①加入率向上に向けた取
することが重要︒区の所見は︒●
り組みは︒②担い手の発掘も

◆町会・自治会活動について

観点で判断するのが行政の責

重ね︑全体の利益を実現する

に盛り込む︒②区民と議論を

改革に反映すべきものは計画

差別的発言にどう対応するの

公的立場にある議員や職員の

てどのように取り組むか︒②

区の協働の取り組みとは︒

の考えは︒②区民・事業者・

環境 ①国のエネルギー政策
総務 ①講演会やセミナー等︑ で取り扱われるもの︒②意見

技監 ①まちづくり協議会を

の代案は白紙撤回も考えよ︒

②大二中を分断する道路計画

①﹁外環の２﹂に反対す
には答えられないが影響を最

◆電力の小売自由化について

等を聞き︑取り組みを推進︒

問
●

◆まちづくりについて

きるよう働きかける︒③検討︒

場が必要︒②主体的に活動で

環境が複雑化︒気軽に集える

こども ①子どもを取り巻く

りに子ども参加を考えるか︒

居場所にすべき︒③まちづく

たちで計画し︑居心地の良い

領により研修を継続的に行う︒ 児童館の中高生タイムを自分

歳を迎えた区民等

小にするために全力を尽くす︒ さまざまな媒体で啓発に力を

る区民を置き去りにするのか︒

地域文化 ①平成 年度に区

集まれる事業の実施を︒

入れる︒②職員には研修等を

めている︒ 副区長 ②教育環

設立し︑地域住民と検討を進

に求め区民への情報提供をす

境を保全する検討等を行う︒

①電源構成等の表示を国

◆マイナンバー制度について

努める︒ 教育振興 ③文部科

るべきだがどう取り組むか︒

問
●
①インターネットを使う

問
●

会・自治会の情報開示を検討︒ マイナポータルの危険性を広

学省の通知を踏まえ︑きめ細

※５

②町会・自治会とともに検討︒ 報せよ︒②従業員に番号提示

回答者の略称 区長室：区長室長 企画：企画部長 区政改革：区政改革担当部長 危機管理：危機管理室長 総務：総務部長 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 教育振興：教育振興部長 こども：こども家庭部長
選挙管理：選挙管理委員会事務局長

◆区長の基本姿勢について

③住民票の異動手続きの促進

問
●
い立体化を︒区の現時点の取

や不在者投票の手続きの円滑

票環境の向上に向けた公職選

①マイナンバー通知カー

し︑区民へ広く周知せよ︒②
り組みは︒②﹁外環の２﹂整

◆証明書発行事務について

関係者へ高次脳機能障害の特

備をまちづくりの一環として
進めていくには都との連携が

問
●

所・支所の体制強化を︒④本
性を学ぶ機会を設け︑センタ

必要︒区の所見は︒③石神井

①﹁業務継続計画﹂の修

所の委託により虐待対応が後
ーを医療機関へ周知せよ︒

◆震災対策について

退も︒委託化による影響を検

福祉 ①事業案内や相談の中

問
●

ス傾向︒②議会やサービス利

覆す重大事態︒区長の認識は︒ み等による︒引き続きマイナ

証せよ︒⑤病床増の際に地域

があった場合の対処は︒②選

用者︑関係団体の意見・要望

で丁寧に説明している︒区民

①西武新宿線の１日も早

総務 立憲主義に反するとの
を聞き区民サービスを充実︒

高齢施策 ①②区として調査

①まちを壊す都市計画道

田中

練実施について区の所見は︒

練馬区議会自由民主党

西武新宿線沿線まちづくり事業を
加速せよ！

所見は︒④個人番号カードの

包括ケア病棟を位置づけよ︒

問
●

備についての区の所見は︒

公園駅周辺の補助

要請︒②都と実務的に協議中︒

挙法改正に対する区の所見は︒ は︒③スタンドパイプ等の訓

◆まちづくりについて

問
●

◆区政改革資料について

認識は持っていない︒
①区政改革は︑区民負担

増と行政サービス切り下げを

問
●
が利用しにくいとの批判は当

号線の整

たらない︒②ケアマネジャー

区長 ①隣接区市と連携し︑

◆産業振興について

は会議等で説明を行っている︒ 早期実現を都や事業者に強く

へ啓発研修等を実施︒病院に

の実施や国へ見直しを求める

辰哉

全なアクセス路として必要不

やくし

可欠︒地域のまちづくりと併

日本共産党練馬区議団

道路優先の区政改革より
くらしと子ども守れ

やめ︑区民を守る立場で行え︒ 路は優先整備路線から外し︑
②子ども医療費助成を堅持せ
よ︒③保育義務の放棄となる
認可保育園の民間委託やめよ︒

区長 ①区政改革の目標は︑

規模企業振興基本法の精神を

せて︑事業化に向け取り組む︒ より実践的な学習を充実︒法

教育長 ①各学校の研修を支

生かせ︒②施策の実施状況の

副区長 ③駅への利便かつ安

考えはない︒③ケアマネジャ

評価・見直しを適時行え︒

◆選挙権年齢引き下げ関連に

①産業振興ビジョンへ小

ー等を増員︒必要な人員を確

ついて

問
●

廃止も含め検討を︒②道路優
保し︑適切に運営︒④虐待に

産業経済 ①中小企業基本法

④自衛隊施設周辺の区民への

789

区民サービスの向上︒持続可
能性の確保の両立が課題︒

技監 ①整備方針案の策定に

先から住民本位へ転換を︒

の基本理念に則り︑今後も自

通︒②２万５千 件申請︑

区政改革 ②資料では︑今後

に連携し対応︒第三者評価の

際して道路の必要性を検証し︑ は本所と総合福祉事務所が常

小中学校教職員への研修や生

万４千返戻︒受け取り拒否は

のあり方を問いかけている︒
選定を実施︒②良好な都市環

らが努力する事業者を支援︒

①区政改革の資料に対す

◆区長の基本姿勢について

問
●

部電力量とその活用方法は︒

③民間と協力し︑保育サービ

②行う考えはない︒

対象者も多くなるのでは︒区

一般質問︵要旨︶

し︑ポスターやチラシを配布︒ ーツフェスティバルの開催方
の所見は︒②ダブルケア支援

る区民の意見をどう反映させ ②特定個人情報が適正に取り
るか︒②住民参加の考え方は︒ 扱われるよう事業者を支援︒

さらに増加するものと認識︒

影響を検討しているか︒

36

援︒学習指導要領に則り指導︒ ④避難拠点等で確保できる外

スの充実に取り組んでいる︒
仕組みを検討︒ 地域医療 ⑤

歳選挙権に向けて︑

整備を視野に入れ検討︒

①

境を後世に残すためにも道路

問
●

の整備を進める︒

①特別区交付金の見積も
①中村橋福祉ケアセンタ
人の日もある

◆障害者スポーツについて

ーは利用者が

問
●

◆ 中途障害者支援事業について

①介護報酬引き下げの影

はじめとした財源確保に努め

響を実態調査せよ︒②医療・

問
●

◆地域包括ケアについて

◆２０１６年度予算について

問
●
りが低い︒理由と今後の見通
しは︒②区民の生活はますま
す厳しく︑区は実態をどう把
◆区長の基本姿勢について

法は︒②パラリンピックの開

①仮称ユニバーサルスポ

催と合わせて事業の推進を︒

については横断的な対応を︒

問
●

ホームページに選挙運動のル

高齢施策 ①女性の晩婚化等

る︒ 選挙管理 ⑤国等と連携

成の区長の方針は︒②区民協
ール等を掲載︒

③仮称ユニバーサルスポーツ

年度当初予算編

働に対するこれまでの取り組

フェスティバルを通じて︑本

①平成

みの評価と今後の課題は︒③
◆広聴と子どもの遊び声につ

②どの相談窓口でも一定水準

区長 ①ただちに対応すべき

③首相の緊急事態宣言で区が
を背景に︑相当数いると考え
◆
性的マイノリティについて
る︒後期高齢者の増加に伴い︑ 受ける指示を想定しているか︒●
問 ①全庁的な人権施策とし
解消法の理解を深める機会と

の対応がとれるよう努める︒

年４月施行予定の障害者差別

いて
①区に対する理不尽な要

求や悪質な意見等については

問
●

支え合う社会の実現に向けて

異論に向き合い︑
対話による民主主義を

福祉 ①②③障害のある方も

任︒ 危機管理 ③④仮定の話

内容に応じて専門相談へ案内︒ ものは︑すぐに実行し︑区政

ない方も︑ともに参加し︑障

が人生の節目の年に同年代で

か︒③教育現場での対応は︒

圭子

害を理由とする差別の解消に

きみがき

スポーツ施設で遊ぶ声や︑発

よび都市基盤の整備を基本に︑ は︒②保育施設︑遊戯施設︑

ついて関心と理解を深めても

民協働交流センターに相談員

生活者ネットワーク

する音を認めていく社会にし

らう絶好の機会として︑積極

たつお

261 177

通じ︑相談スキルの向上等に

①原発ゼロを前提に︒区

持続可能な財政運営の堅持に

ていくべき︒区の所見は︒

的に取り組む︒
①練馬区の高齢化率の推

問
●

努めた︒②③多彩な人材︑団

区長室 ①不当な要求には毅

毅然とした対応をとるべきで

体の活躍を認識︒今後は行政

然と対応︒ こども ②とりわ

を配置︒ＩＣＴを活用し︑町

区長 ①福祉・医療の充実お

の縦割りを越えて区民の活動

◆ダブルケアについて

含めて︑

をサポートできる体制づくり

け保育施設への苦情が多い︒

※３

日頃から近隣に理解が得られ

移から考えても︑ダブルケア

マイナポータル⁝別名﹁情報提供等記録開示システム﹂
※5

問
●

に取り組む︒ 企画 ④事業の

石黒

28

不断の見直しを進め︑収納対

練馬区議会民主党・無所属クラブ

73

232

るような運営に努めている︒

28

の教育に対する準備状況は︒

18

策の強化や特定財源の活用を

けた主権者教育と公職選挙法

⑤選挙権年齢の引き下げに向

的な財政課題に対する対応は︒

れる仕組みの構築を︒④将来

元化していき積極的に受け入

組む社会貢献活動の窓口を一

協働事業の幅を広げていくこ

問
●

1

とが重要︒企業や学生が取り

28

２ページ欄外参照︒
※3
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3

①区が定める予定の無電

柱化基本方針について︑議論

問
●
計画素案について

◆第４次練馬区男女共同参画

の提供にあわせ︑職員の相談

相談窓口の周知や必要な情報

◆ 地域福祉計画・福祉のまちづ

・福祉手当が精神障害には適

の方法をさらに工夫し︑検討︒ 障害に適用される医療費助成

となったのは大きな成果︒受

ちづくりについての検討状況
と地域の意見は︒③東京都と

診に至るまでに時間がかかる

①稼働年齢層のうち本来

就労可能な世帯への保護費支

ターを区民に啓発する機会の

問
●

◆犯罪被害者支援︑性暴力被

充実を︒②区立施設のバリア

①財政の観点から︑今後

◆子育て施策について

セクシュアルハラスメント等

害者支援について

健康 ①細やかな相談が可能

の状況と今後の見通しは︒②
を若い世代に啓発するために

点が課題︒ 福祉 ②区独自の

用されない︒制度の改善を︒

既存道路である主要区道６号

学校との連携を充実すべき︒

自己負担額の軽減や対象の拡

①災害ボランティアセン

の調整・連携については︒④
線でのモデル事業について最

フリー状況の公表を進めるべ

くり総合計画の素案について

具体的なまちづくりを考える
新の状況は︒

き︒考えは︒

問
●

給について区の所見は︒②生
にあたり︑用途地域見直しの

った区民への対応をどのよう

スキルの向上等に努める︒

活保護に至る前の水際対策へ
先行を検討されたい︒

に充実させてきたか︒②性暴

①デートＤＶやスクール

の保育所整備の全体的な考え
の取り組みは︒③現金以外の

②若い女性への支援のため︑

問
●

方は︒②区立保育園の委託化
支給方法について検討された

ニーズ調査や当事者向けの広

大は考えていない︒

①区として犯罪被害にあ

・民営化を推進されたい︒現

年度末

技監 ①歩道幅員の狭い道路

福祉 ①避難拠点運営連絡会

①特別支援学校に通うこ

どもの地域での教育を推進す

問
●

◆特別支援教育について

力は誰にでも起こりうる問題

当事者の声に耳を傾ける区政を

報に工夫を︒③セクシュアル
性自認に悩むこどもへの支援

議体を設置し整備手法を検討︒ マイノリティ支援において︑

号は約 ㎞を整備中︒ に基本方針をまとめる︒②会
◆自衛隊と区の連携について

体制が必要︒考えは︒

るため︑区としてより積極的

やシンポジウムの場等を活用︒ ②障害者差別解消法も踏まえ︑

総務 ①区内の小中高校等に

①防災訓練への参加要請

②平成

等︑自衛隊への働きかけを強

問
●

問
●

状と今後の計画は︒③受益者

福祉 ①困窮者には法に基づ

い︒④不正受給対策の強化を︒ 区長 ①都が環境施設帯の整

技監

備等を実施︒区も整備を促進︒ の無電柱化を検討︒

負担・応能負担の観点から︑

家庭での子育て支援の充実を︒
⑤子育ての分野に地域力を生

教育長 ①小規模保育や家庭

かすための区の取り組みは︒

として︑被害にあった人が相

動した バ｢リアフリーマップ

教育振興 ①②障害者差別解

べき︒考えは︒

に関与していくべき︒考えは︒

談しやすい情報提供を︒

を区ホームページで公表︒

桜子

総務 ①手引きを作成し︑各

◆精神障害のある人の支援に

かとうぎ

課に配布︑周知︒職員研修を

市民ふくしフォーラム

供︒今後︑出張講座等の効果

毎年実施し︑すべての窓口で

ついて

紘平

的な取り組みを検討︒②今後

相談・支援に努めている︒②

おじま

実施される国の調査結果を当

今後も区ホームページや啓発

男女共同参画情報紙等を配布︒

着手︒

自衛官ＯＢを任用する等︑そ

事者のニーズ把握や広報活動

朝霞駐屯地との日頃の連携は︒ 各種啓発事業の案内︑デート

等を実施︒②地区計画策定の

危機管理 ①②訓練やイベン

のノウハウを生かされたい︒

の参考とする︒③区報等での

められたい︒②練馬駐屯地︑

ートセンターが関係機関と連
ためアンケートや公募委員も

ト等を通じ連携体制を強化︒

年度は環八との立体交差に

携し自立を支援︒③大阪市の
含めた検討会を設置︒③都と

③先行事例を参考に検討︒

｣ 教育の選択肢の充実に努める

消法の理念や︑東京都発達障

した︒見えてきた成果と課題

のアウトリーチを新たに実施

援教育推進委員会において︑

も十分踏まえながら︑特別支

害教育推進計画等︑都の動向

事業を通じて相談窓口の明示

を発行しました︒平成 年第

ープによる声の区議会だより

号から︑点字版とカセットテ

と周知を行う︒あわせて医療

年１月

ー写真を採用し︑紙面の刷新

しています︒いずれも希望さ

ー版︵ＣＤ︲ＲＯＭ︶も発行

二回定例会号からは︑デイジ

平成

年４月８日発行の第

ホームページへの掲載

れる方に郵送しています︒

を図っています︒平成３年７

日発

号から︑区議会ホームペー

号から︑全ページを

カラー化しました︒見やすさ

ジでも︑区議会だよりをご覧

◀第 号

した︒

と情報量の充実に取り組みま

行の第

になり︑平成 年４月

現在のタブロイド判８ページ

月 日発行の第

号からは︑

号では︑表紙に初めてカラ

昭和

紙面の充実

具体的な取り組み内容を検討︒

月

年からは︑定例会ご

年６月︑区議会だよ

日発行の第

は︒②練馬区では知的・身体

年

昭和 年に創刊
昭和

昭和

広報・図書委員会を設置

定期発行するようにしました︒

とに年４回︑区議会だよりを

昭和

昭和 年から定期発行に

◀創刊号

行していました︒

した︒その後は︑不定期に発

刊号は︑Ｂ５判︑２ページで

日発行の創

機関や支援団体等の情報提供

①今年度精神保健福祉士

区として障害のあるこどもの

の委託化計画は︑保育の質を
モデル事業の効果を注視︒④
区︑地域の三者で協議︒④各

年度に地図情報と連

確保し特色あるサービスを提
マイナンバーにより他自治体
地域の地区計画の合意形成を

ＤＶ等防止のための情報を提

供できる民営化も視野に入れ

号線の整備

に照会し︑重複受給を防止︒

一般質問︵要旨︶

③防災・危機管理関連部署に

る︒③負担能力に応じた適正
◆放射
進め︑沿道にふさわしい用途
◆無電柱化の推進について

号は橋梁の詳細設計

額に見直す︒④情報提供ツー

に変更できるよう取り組む︒

の見通しは︒②沿道地域のま

のとれた医療環境を整備︒②

副区長 ①新たに設置する有

ち返って合意を図る努力を︒

備効果等を検証︒④示し方等

問
●

ルの拡充や母子保健との連携
と周辺のまちづくりについて

◆生活保護について
③現時点では考えていない︒

の確保が難しく︑拠点の整備
は難しい︒③産科医が少なく︑ ０２０年の外環供用に間に合

明確な分離は困難︒小児科医

◆主権者の実感もてる区政を

問 意思決定のプロセスから︑ ◆ 高齢化の中の 住｢まい と｣医療
●

うのか︒⑦同インター凍結と

①高齢者に低廉な家賃で

計画の修正に向けた努力を︒

問
●

早期整備は困難︒周産期セミ

⑧石神井公園駅南口のまちづ

区民の参加を︒

オープン事業等で︑病院︑診

居室を保障する優良居室提供

区民の意見を聞くことが重要︒ 事業の拡充を︒②サービス付

区長 政策立案等には幅広く
き高齢者住宅の家賃補助を︒

◆ 貧困問題に真剣な取り組みを

療所︑助産所の連携を推進︒

問
●

くりは︑ 号線の必要性に立

経済的な困窮が広がる中︑ 高齢施策 ①考えていない︒

◆ 道｢路本位 行｣政からの転換を
①区長の言う﹁大二中を

②経済的理由で入居困難な方

生活基盤分野での費用負担の

問
●

識者委員会で議論︒②一部を

を検討︒⑤区の東部地域の南

年４月 日発

号から︑声の区議会

れば幸いです︒

ページにも親しんでいただけ

ます︒あわせて区議会ホーム

い紙面づくりを行ってまいり

これからも︑より読みやす

うになりました︒

ジから︑お聴きいただけるよ

だよりを︑区議会ホームペー

行の第

また︑平成

いただけるようにしました︒

152

軽減に総合的に取り組むべき︒ に在宅生活支援事業を実施︒

福祉 総合的な支援による自

公園予定地として取得︒今後

ために失ってよいのか︒③優

北交通を担う重要路線︒⑥国

りを円滑に発行するため︑議

目の不自由な方に︑区議会

点字版︑声の区議会だよりを発行

10

立の促進が重要︒費用負担の

空虚な﹁成熟都市﹂より︑
生きる実感を

先整備路線選定にあたり道路

等は開通の可能性を検討︒⑦

員の中から委員を選出し︑広
｢

報・図書委員会﹂を設置しま

10

年の第一回定例会

20

軽減のみ実施する考えはない︒

はその保全や新たなみどりの
識経験者の意見を聞き︑未整

池尻 成二

備の都市計画道路の機能や整

市民の声ねりま

分断しない方法﹂とは︒②け

の影響やデメリットを評価し

国等に早期開通を求める︒⑧

25

25

101

20

の活動を知っていただくため

よりの編集にあたっています︒ に︑昭和

した︒この委員会が区議会だ

16

168

◆ 障害者に対する差別の解消へ

号線道路の

創出を十分検討︒ 技監 ③学
家賃補助は考えていない︒

やき憩いの森を

①差別解消法の対応要領

は案の段階で当事者等の意見

◆ 多様な医療機能の整備充実を

問
●
を聞け︒②合理的配慮求める

なかったのはなぜか︒④交通

地域住民との協議を経て平成

①大病院の整備に偏らな

別解消のための条例の制定を︒ 堂病院︑光が丘病院の一次小

かりと支えよ︒③区として差

児救急を分離し身近な地域に

量推計を明らかにせよ︒⑤放

問
●

福祉 ①障害者自立支援協議

拠点整備を︒③順天堂病院等

射 号線
︵早宮〜練馬・桜台︶

障害者の 意｢思の表明 を｣しっ

会と障害者団体の意見聴取を

と連携し有床産科診療所︑助

28

48

168

54

い医療基盤の整備を︒②順天

実施︒②職員研修を実施︒窓

年策定の﹁まちづくり全体

168

27

号線・

強化を図る︒⑤地域団体との

練馬区議会自由民主党

27

産所等︑身近な出産の場所を︒ は優先整備路線から外すべき︒

27

16

10

37

37
44

44

232

構想﹂に基づき段階的に整備︒

15

50

135

口表示の改善や事務処理マニ

35

⑥青梅街道インター整備は２

その主な内容を紹介します。

就労に向け支援︒②生活サポ

1.3

情報交換や連携・協働を推進︒●
問 ①最新の進捗状況と今後

的保育等︑さまざまな施設整

35

36

28

地域医療 ①今後もバランス

これまでの区議会だよりの変遷を振り返り

36

ュアルの充実等に取り組む︒

区議会だより200号の歩み

35

備を民間主導で行う︒②今後

新しい︑
正しい︑
わかりやすい区政を！

保育ニーズに対応できるよう︑ き保護を開始した上で︑早期

保育料の見直しを︒④細かな

問
●

4
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平成28年第一回定例会の一般質問は、２月８日・９日・10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。
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