定を︒⑤介護人材確保のため

病院の改築基本構想の早期策

本格予算であり︑区民サービ

今予算は前川区長による初の

査継続を︒②がん検診無料体

護保険会計︼①３歳児視力検

ス設置を︒︻保健福祉費・介

一般会計補正予算に賛成する︒ アサイクル︑ポタリングコー

予算および４特別会計予算︑

験チケットで検診率向上を︒

を︒⑨石神井公園周辺にシェ

練馬産農産物ブランド化支援

②ファミサポホーム開催日拡

健康部と連携協議会設置を︒

把握を︒︻こども家庭費︼①

支援センターで高校中退実態

にＩＣＴ活用を︒⑬学校教育

を︒⑫要支援児童の情報推進

図書館資料受け取り窓口設置

研修充実を︒⑪区立施設等に

ンセラーの校内での教員向け

準見直しを︒⑩スクールカウ

ルス対策を︒⑨児童表彰の基

作りを︒⑧教員のメンタルヘ

保護者負担軽減等を︒

ゼロ実現を︒⑪認証保育所の

育増設を︒⑩保育所待機児童

満まで延長を︒⑨民間学童保

の乳幼児一時預かりを３歳未

を︒⑧子育てスタート応援券

⑦学童クラブ帰宅時安全対策

⑥病児・病後児保育拡充を︒

問型保育事業の情報提供を︒

よぴよ土日開催を︒⑤居宅訪

ールの充実を︒④おひさまぴ

充を︒③妊娠・子育て応援メ

①まちかどケアカフェの活用

の支援を︒⑥生活保護になる

スや福祉の向上を最優先に取

平成
年度一般会計ほか︑４特別会計予算を

ーフマラソンの沿道応援グッ

・活用を︒⑤ねりまこぶしハ

④関越高架下地域倉庫の宣伝

備促進を︒②大江戸線延伸の

駐車場会計︼①都市基盤の整

︻都市整備費・土木費・公共

ん検診手帳の配布を︒

ジメントの体制強化を︒⑪が

クリル掲示板への建て替えを︒ 支援を︒⑩障害者のケアマネ

歳誕生月に選挙権取得メ

防犯防火連携組織の拡充を︒

具等支援事業推進を︒②地域

・総務費︼①家具転倒防止器

会施設と複合化を︒︻議会費

成を︒③学校施設改築時は集

見直しを︒②区職員の人材育

財政計画︼①交付金配分割合

され評価する︒︻都区財調・

増加を︒⑨成年後見制度の周

護・認知症予防事業の参加者

未満の高齢要介護者を︒⑧介

ーサポート事業対象者に

歳

祉施設での活用を︒⑦シルバ

築で病床数増加︑跡施設は福

拡充を︒⑥練馬光が丘病院改

を︒⑤災害時要援護者名簿の

内に整備を︒④農福連携推進

に反対する︒

高齢者医療会計の４会計予算

業会計︑介護保険会計︑後期

一般会計︑国民健康保険事

⑦認可保育園や特養ホームは

保健師を増員し︑支援拡充を︒

求めよ︒⑥ケースワーカーや

金︑長時間労働の是正を国に

年度練馬区一般会計

ズの充実︑安全対策︑救護対

促進を︒③公園にも防犯カメ

③

援制度構築を︒④練馬光が丘

築のため︑診療所に対する支

③在宅療養ネットワークの構

医療機能拡充にサポートを︒

を︒②区内病院の増床および

前に水際対策を︒⑦こども発

り組み︑わが会派がかねてか

災害に強い安心・安全のまちづくりを推進！

︻区民費・地域文化費・国民
達支援センターの相談体制の

平成 年
年年年年年年度予
予予算
算算算算算算算算に対
対対対する
るる

健康保険事業会計・後期高齢
拡充を︒⑧ひとり親家庭の支

③産後ケアを保健相談所管轄

策を︒⑥マイナンバーカード

ラの設置を︒④駐輪場の整備

特養ホームの増設は実態に合

反対理由は︑認可保育園や

これまでの国基準並みのサー

ゼロに︒⑧介護の総合事業は︑

整備目標を引き上げ︑待機者

日本共産党練馬区議団︵６人︶

認可保育園増設と暮らし守る予算に転換を！

の普及促進を︒⑦窓口応対の

を︒⑤自転車運転ルール︑マ

人︶

者医療会計︼①特定健診や特

ら要望していた施策が予算化

練馬区議会公明党︵

定保健指導の受診率向上を︒
援の充実を︒⑨こども食堂に

日間

接遇向上を︒⑧区立小中学校

平成

審査するため︑今定例会初日に議長を除く全議
②町会への加入促進を︒③ア

とや英津子︶を設置し︑

員により︑予算特別委員会︵委員長
み︑副委員長
にわたり慎重かつ厳正な審査を行いました︒

人︶

各会派から出された意見表明・討論の要旨は︑
次のとおりです︒

区民が誇れる街︑ねりまを！
練馬区議会自由民主党︵

わない不十分な整備目標にな

号

床病院の整備を推

知︑費用融資制度の整備を︒
ナーの啓発を︒⑥西武池袋線

好都市拡大を︒︻区民費・地

号線は防災性の観点も踏ま

⑩社会福祉協議会の法人後見
・西武新宿線連続立体交差事

域文化費・国民健康保険事業

え推進を︒②補助

ッセージを︒④自動通話録音

大学・美術館・有名アーティ

業促進を︒⑦河川への水位観

会計・後期高齢者医療会計︼

号線の測量実施等の準備を︒

機の拡充を︒⑤国際・国内友

ストとコラボしてアートの創

測カメラ設置促進を︒⑧区立

①高額療養費制度改正等の周

③無電柱化の財源確保を︒④

ビスを提供せよ︒⑨病床不足

周年記念行事は区民参加

出を︒⑨薪能の宣伝強化を︒

駐車場の適正運営を︒⑨無電

知を︒②特定健康診査の土日

短時間無料駐輪場導入と周知

解消へ︑

⑩

柱化の促進を︒⑩上屋付きバ

夜間拡充で受診率向上を︒③

を︒⑤公共施設等に自転車安

っていること︒産業融資あっ

区内産業の振興︑子育て施策

による夢のある事業実現を︒

ス停の増設および緑化を︒⑪

個人番号カード取得促進のた

せんや中小企業振興経費など

の充実などを図ることを強く

︻産業経済費・環境費︼①都

密集住宅市街地整備促進事業

め︑交付機能付き証明写真機

実施を︒︻都市整備費・土木

要望する︒

市農業の魅力ＰＲを︒②２０

の推進を︒

全利用五則掲示を︒⑥自転車

費・公共駐車場会計︼①補助

どりの風吹くまちビジョンに
︻都区財調・財政計画︼区の

２０年東京オリンピック・パ

︻教育費︼①２校目の施設一

保険加入促進︑助成制度導入

一方で︑多額の費用をかけ

⑫光が丘︑小竹向原駅の２ル

けられていることなどがある︒ 計画道路は大幅に見直しを︒

ート目のエレベーター設置の

増便を︒⑨保谷駅前南側道路

早期実現を︒⑬特別支援教室

ム等で東京２０２０大会中継

の整備を︒⑩補助

模化するねりっこクラブでは

住民合意のない都市計画道路

等を︒⑦地域集会所のバリア

備︑放射７号線延伸や

を守り格差と貧困対策の強化

学童保育の役割は果たせない︒

を推進し︑商店街や住宅地を

⑤道徳授業の推進を︒⑥学校

フリー推進と早期改修を︒

早期実現を︒︻教育費︼①食

学童クラブの増設で待機児を

は通う方法も含め︑子どもに

体育館に空調整備を︒⑦学力

︻産業経済費・環境費︼①災

品ロス削減に給食完食シール

①消費税増税の中止を国に

を強く求め︑以下要望する︒

解消せよ︒⑰保育園︑学童ク

合った指導を行なえ︒⑭就学

向上策を︒⑧支援が必要な子

害時協力登録車にインセンテ

等配布を︒②学校農園拡充を︒

ラブ︑児童館などの委託・民

分断しようとしている︒これ
者の育成とさらなる支援を︒

どものための施策の充実を︒

ィブやステッカー配布を︒②

求めよ︒②国民健康保険料は

では切実な区民生活を本気で

子高齢化の進展により扶助費

周年

る活性化を︒⑧空き店舗対策

に向けてさらなる広報戦略を︒ ⑦﹁ねりマルシェ﹂のさらな

のリニューアルを︒④

の促進を︒⑨病院や福祉避難

︻こども家庭費︼①保育料の

③幼保小連携推進を︒④区独

国庫負担の増額を求め︑区独

援助の入学準備金は３月まで

をはじめとした社会保障費の

⑤新たな海外都市交流を︒⑥

見直しなど︑子育て世代の負

まちゼミ促進のためのパネル

自の英語村等で英語能力向上

に支給を︒⑮小中学校全学年

増大は不可避である︒

積極的な区内事業者育成を︒

所の災害時のエネルギー確保

担の適正化を︒②在宅子育て

展示等を︒③個店連携支援の

支える予算とは到底言えない

厳しい財政運営が続くこと

⑦区民雇用の促進を︒⑧業務

を︒⑩区の電力コストの削減

世帯への支援を︒③保育所の

ものである︒

が見込まれるなか︑区民サー

システムは利便性と安全性︑

と︑節電やＣО ２削減に対す

地区区民館の早期改修を︒⑲

号線

化を見通した施策の優先度︑

ｉ︲Ｆｉの設置を︒⑩消防団

携帯電話の情報モラルルール

トダウンタイマー設置を︒⑦

営化はやめよ︒⑱豊玉北など

30

号線の整

ビスを安定的に提供するため

経費を念頭に常に見直しを︒

る啓発活動の継続を︒⑪区民

取り組みの紹介を︒④指導啓

を︒⑤全小中学校で東京２０ 自の減免を︒③﹁事業の持続
２０大会参加国応援隊導入を︒ 的発展﹂を産業振興ビジョン

コストと効果のバランス︑受

の集積所回収を︒⑦ねりマル

人学級の実施を︒⑯大規

には持続可能性を確保するこ

またセキュリティ対策ととも

委託化・民営化はサービス水

発で喫煙マナー向上を︒⑤空

性的少数者や在日外国人など

グコンテストの開催を︒⑬空

シェを区内各地で開催を︒⑧

大会のカウン
への入団促進を︒⑪﹁としま

子育てのひろば支援を︒⑤児

で

とが重要である︒区政改革の

記念樹で緑豊かなコミュニテ

準維持と保護者目線を前提に

⑥東京２０２

への差別・偏見の解消へ人権

益と負担などの視点から施策

き家対策条例の早期制定を︒

67
︻保健福祉費・介護保険会計︼ 童虐待の予防策を︒

230

70

を見直し︑財政のさらなる健 えん﹂の整備にあたっては︑
全化に努め︑区民福祉の向上︑ にぎわいの拠点の創出を︒

0

区民の暮らし︑福祉︑営業

取り組みにおいて︑社会の変

に災害対策強化を︒⑨無料Ｗ

ィガーデンを︒⑫ガーデニン

促進を︒④民間の学童クラブ︑ き家条例制定を︒⑥資源ごみ

に位置づけよ︒④住宅リフォ

啓発の取り組み強化を︒

135

ーム助成制度の経済効果を検

132

70

年度当初予算は︑み

基づく初の本格予算と位置付
財政運営はさらに厳しさを増

ラリンピックの選手村に練馬

設置を︒④公共施設に無料Ｗ

を︒⑦自転車条例制定を︒⑧

進せよ︒⑩中途障害者支援事

け︑編成にあたってはビジョ
す︒﹁最少の経費で最大の効

産採れたて野菜の提供を︒③

②校舎改築中の運動場確保を︒ ｉ︲Ｆｉ導入を︒⑤窓口設置

体型小中一貫教育校設置を︒

タブレット端末に手書き機能

通勤通学時間帯のみどりバス

業は利用要件を緩和し使いや

ン︑アクションプランに掲げ
果﹂をあげられたい︒

大泉アニメゲートからのアニ

等導入を︒⑥本庁舎アトリウ

の予算を減額しており︑中小

た事業の着実な推進を最優先
︻議会費・総務費︼①着実な

メ軸のさらなる取り組みを︒

③追加防犯カメラの早期設置

企業支援が後退しかねないこ

としたことを評価し︑賛成の
行財政改革を︒②参与︑特別

を︒④学校図書館の活用を︒

号線と

立場から以下要望する︒

参与を活用し︑持続可能な区

④商店街の活性化を︒⑤産業

すくせよ︒⑪外環の２や

法人住民税の国税化拡大に

見本市の拡充を︒⑥認定農業

線など︑住民合意のない都市

より特別区交付金の減収が続

政︑練馬の 年の大計を作る

と︒国民健康保険料を値上げ

232

75

べく努力を︒③ホームページ

平成

12

の壁面を活用し︑区内にある

各会派の意見表明・討論

上野ひろ

2
28

くことが予測されるほか︑少

135

17

28

し︑区民に過重負担が押し付

18

14

28

証せよ︒⑤アニメ産業の低賃

100
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区 議 会 だ よ り

指標を明確にし︑区民への見
携を︒⑫区民・企業との協働

大を︒⑪福祉分野と農業の連

○

×

×

可決

後期高齢者医療

○

○

×

○

×

×

○

○

×

×

可決

公

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

可決

○

○

○

○

×

○

○

○

×

×

可決

クラブの不足を懸念︒ねりっ

区民の多様な声に耳を傾ける区政を

○

防災ベット助成事業は︑対象

維新だからできる ﹁身を切る改革﹂

×

こクラブの充実を︒㉒町会倉

ワーク等の若者支援等で︑深

×

者の精査と研究を︒⑱電柱の

刻な課題を抱える区民を支え

市民ふくしフォーラム︵１人︶

るしくみを充実させよ︒介護

維新の党練馬区議会︵１人︶

区長は区民の多様な価値観

保険は度重なる改定でわかり

○

庫の拡充を︒㉓保谷駅周辺の

・考え方をまずは受け止めた

づらく︑利用しづらくなって

×

課題解決に向けては︑西東京

上で︑区民とともにより良い

おり︑従事者の育成も課題︒

○

地中化促進計画の方針を明確

︻保健福祉関係について︼

区政を目指すべき︒マイナン

現場の声を聴き︑区として独

○

に︒⑲小中学校の選挙者教育

①こども食堂との連携をさら

を与えており︑制度的課題が

バー制度は区の財政にも影響

自の取り組みの充実を︒毎年

険

められたい︒③外郭団体の統

この影響を区債発行や基金の

に深めるよう検討されたい︒

大きい︒自殺予防対策︑性暴

度保険料が上昇している国民

介

特別区財政調整交付金は︑

取り崩しで賄うことにより︑

②犬︑猫の殺処分は東京都と

力被害者支援︑障害のある人

健康保険制度の構造的改善を︒

可決

市や協議会との連携を︒㉔フ

将来への負担をどのように考

連携のもと減らされたい︒③

に対する相談体制︑学校教育

×

の徹底を︒⑳特別支援教室の

えるかが大きな課題となる︒

飼い主のいない犬︑猫と里親

におけるスクールソーシャル

×

ァミリーサポートの担い手の

以下意見要望を申し上げる︒

とをマッチングする会場の提

○

整備は︑子どもや保護者への

︻行財政関係について︼

供を検討されたい︒

○

年度は大きな影響を受ける︒ 廃合に努められたい︒

①議員定数の削減に努められ

×

増員に向け︑育成と啓発を︒

組合の分担金の検証と公表を︒

たい︒②職員定数の削減に努

×

不安の払拭に努めよ︒㉑学童

⑧﹁羽田空港機能強化﹂は丁

○

共

公

自

産

明

民

果

×

子育て・介護支援の充実を最優先に

区債を増やしてまでも賑わ

寧な対応を国に求めよ︒⑨道

結

○

生活者ネットワーク︵３人︶

いや見栄えが重点の大型予算

路計画と周辺のまちづくりは︑

既得権を見直し公正で合理的な税の使い道に

○

区民との協働の下︑積極的な区政改革を！

える化と受益と負担の適正化
の下︑環境基本計画・地球温
に反対︒①関越道高架下の道

住民主体となる工夫を︒⑩小

国民健康保険事業

練馬区議会民主党・無所属クラブ︵５人︶

を︒③首都直下地震に備え︑
暖化防止計画策定を︒⑬介護
路占用許可申請に添付した

中一貫教育は十分に検証し︑

市民ふくし

可決

スポーツフェスティバルの成

﹁練馬区業務継続計画﹂の構
・保育の﹁共生型施設﹂設置
﹁消防署との協議書﹂を消防

練馬区議会無所属︵１人︶

の意欲を最大限に引き出す支

オ ン ブ ズ

×

山積する将来課題に︑積極

築と職員研修・役割・指揮系
を︒⑭子どもの貧困連鎖を断
署は確認していない︒計画見

拙速に進めるな︒⑪道徳の教

区職員給与については官民

援策に転換を︒リサイクル・

×

施設のあり方や行政財産の貸

統の確立と充実を︒④公共工
ち切るためにも教育は重要︒
直しを︒②防災会議の女性参

科化に反対︒⑫子どもの虐待
格差を是正すべく民間企業の

資源化の推進については集積

属

○

的な区政運営を期待して賛成︒ 功を︒⑧将来負担軽減に向け︑

事に関わる事業者への社会保
生活保護世帯への補助・支援
加は３割以上に︒③性的マイ

対応は職員を増員せよ︒⑬認

給与額にあわせる努力が必要

新

○

所

維

×

無

市 民 の 声

×

①他区との連携を図り︑財調

険加入・法定福利費等の明示
の充実を︒⑮がん検診受診率
ノリティの理解を進め︑相談

可保育園を増やし︑待機児解

所︵可燃・不燃ゴミ・古紙︶︑

生活ネット

○

し付け・売却の検討を︒⑨都

化を︒⑤区内事業者の人材不
向上に向けた取り組みを︒⑯
しやすい環境を︒また︑児童・

消を︒⑭国保の広域化を見据

だ︒民間企業の給与実態を適

街区路線回収場所︵びん・缶

民 主無 所属

×

協議には︑区からもしっかり

足対応策として区報に求人情
４月開始となる地域密着型通
生徒に配慮し︑男女混合名簿

切に反映していない人事委員

・ペットボトル︶︑行政拠点

党

○

市農業の第６次産業化政策の

報の掲載を︒⑥﹁性的マイノ
所介護事業サービスは︑区外

え︑後期高齢者医療と合わせ

会勧告は︑お手盛りの給与を

回収場所︵古布︶の一元化を︒

多忙な都市生活との両立を可

許す最大の原因だ︒商店街支
援については旧来型の補助金

党

○

検討を︒⑩ねりマルシェの拡

リティ﹂理解・啓発のための
利用者も継続できるよう自治

にすること︒④障がい者施策

保険は報酬改定の影響がある

の検討会議は半数を当事者に︒ た改革を国に求めよ︒⑮介護
⑤個人番号カードの作成は任

小規模通所事業所に必要な支

不勉強も問題︒区事業の低賃

党

般

と意見提言を︒②アクション

調査・研究を︒⑦﹁障害者差
体間での締結を︒⑰﹁命を守

意︒勧奨はやめよ︒⑥エネル

援を︒⑯子育て支援を切り︑

一般会計︑国保︑介護︑後期

金外部企業への安直な委託増

平成28年度予算に対する各会派の態度

プランに合わせた財政政策の

別解消法﹂の理解を得るため
る﹂視点で耐震シェルター・

ギービジョンを広く知らせ︑

に協力できる環境の整備を︒

中心の支援には限界を感じる︒ 能とし︑区民が容易に資源化

オンブズマン練馬︵１人︶

前川借金区政５階の窓から悪政が始まる恐れ

の臨時給付金補正予算に反対︒ 投資減税や規制緩和など企業

区民と共に原発ゼロをめざせ︒ 場当たり的な高齢者経済対策
⑦東京二十三区清掃一部事務

自治への熱意︑暮らしへの共感が伝わらない
市民の声ねりま︵２人︶

計画凍結へ決断を︒⑧石神井

高齢者医療会計予算に反対︒

年度予算審議で追及︒ 祉関係の幹部職員の知識不足︑
公園駅南地区のまちづくりは

大は経済状態の変化で経営破

非常勤参与として区長室に迎

１人

一 般 （ 補 正 ）

平成

道路の必要性から合意形成を︒ 新区長独自予算はビジョン構

綻の恐れ︒職務の効率化︑職

え報酬を支払う︒区民はしっ

1人

場

⑦青梅街道インターチェンジ
題など区民のくらしへの共感

想とは程遠く多額の区債を発

算審議で区長が議員を恫喝し

1人

会 計

前川区政の下︑自治への熱

が伝わらない︒①非核都市宣

⑨英語教育の充実と待遇改善

員の質向上は喫緊の課題︒区

傲慢な態度︒他の理事者も同

1人

会派名

意が後退し︑保育 待｢機児 問
｣

言に基づき︑すべての核廃絶

長は都政時代の部下を副区長︑
のための緊急対策を︒⑪特別

かりとした区政監視が必要だ︒

2人

車

区トップの借金財政だ︒予
支援教室はインクルーシブ教

様の態度だ︒さらに教育︑福

3人

駐

行し︑大幅に基金を取り崩す
制拡充を︒③障害者差別解消

育推進の基盤に︒⑫学校図書

5人

共

のために英語指導助手ＡＬＴ

のため条例の制定を︒④サー

館に週５日以上︑直接雇用の

6人

保

を直接雇用へ︒⑩待機児解消

ビス付き高齢者住宅の家賃助

学校司書を配置すべき︒⑬関

12人

護

のために積極的に活動を︒②

号線の凍

17人

一

性的マイノリティへの支援体

成を︒⑤補助 ︑

越高架下の活用事業は中止に︒

＊自民党の議員数は、議長を除いた人数

○賛成 ×反対

28

にも健常者とのユニバーサル

予 算 特 別 委 員 会

28

23
結と学芸大通りなどの早期改
号線南進区間

232

は︑必要性から再検証すべき︒ ⑭区長参与制度の見直しを︒

良を︒⑥放射

135

35
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