◆オリンピック・パラリンピ

実現に取り組む︒ 副区長 ⑦
①子育て支援全体像の考

副区長 チラシ配布やポスタ

りの区の所見は︒④中古住宅

確保と住宅等の復旧の体制作

どう反映されるのか︒②病院

①東京都地域医療構想は

◆地域医療の充実について

整備と医療環境充実の方法は︒

問
●

危機管理 ①地域交流会等支

率向上の観点から上映を検討︒ の耐震化と活用の考えは︒

③回復期リハビリテーション

問
●

運高まっている︒④今後検討︒ ◆ 区長の基本的考え方について
◆貧困連鎖の解消について

援の充実に努める︒②さまざ

①改革への意気込みは︒

◆区政改革について

まな機会を捉え連携に取り組

地域医療 ①病床数増を期待︒

病院の役割と周知徹底を︒

え方について︑区の所見は︒

人事戦略 ③今年度策定する

③

﹁練馬区人事戦略﹂の取り組

医療環境整備基金等を活用し

②現状を調査し課題等を検討︒

今後︑東京都保健医療計画に

え方は︒②また︑区のイメー

◆情報化の推進と情報セキュ

む︒③速やかな復旧を進める

問
●

ー掲示で広くＰＲ︒検診受診

ジをおとしめる行動に対して

リティの強化について

ため財政調整基金等財源確保

区民サービス向上につながる
活用方策を検討︒ 高齢施策
感想は︒③職員育成について

案の実現と充実について区の

①子どもの貧困対策の考

②認可保育所保育料改定見直
⑧⑨国の制度は課題もあり︑
②幼児教育の機会の保障と段

所見は︒④有為な技術職員の

考えは︒②情報セキュリティ

に努める︒ 技監 ④国等の制

問
●

し案の考え方は︒③保育料の
当面いきいき健康券を活用︒
階的な無償化への考え方は︒

区長 ①総合的な子育て支援

確保と育成について見解は︒

の強化について区の対応は︒

①メダル受賞者には活躍
定期的な改定を︒④保育料増
◆産業振興について
年度の就学援助世帯への

の充実を図る︒②おとしめる

をたたえる行事を希望︒②東
京大会への機運醸成︑スポー
収分の活用は︒⑤道路整備へ
学習支援事業の効果は︒④福

動きがあるとすれば誠に遺憾︒

①﹁情報化基本計画﹂素

の決意は︒⑥光が丘駅バリア
祉部との連携方法は︒また今

問
●

ツ団体への支援等の施策は︒
フリー化の取り組みは︒⑦出
方と進捗状況は︒②創業支援
後の事業展開は︒⑤社会の仕

①産業振興の基本的考え

地域文化 ①区民栄誉賞を創
事業の状況と成果は︒③﹁特

に取り組む︒競技力向上に向
組みの健全化促進のためには︑

みを充実︒④技術系大学での

企画 ①運用経費の削減で効

度で耐震改修促進し活用促進︒●
問 現状と今後の方向性は︒
環境 さまざまな観点で検討︒

けた取り組みを検討︒
教育分野に投資する事が必然

採用説明会の開催や職場への

法﹂について

経常収支比率改善の評価は︒

施︒⑤事業の充実に努める︒

可能︒④きめ細かい支援を実

啓発事業等にも取り組みを︒

Ｒすべき︒また︑がん検診の

映画を︑応援も兼ね区民にＰ

③健全な財政基盤構築への取

意欲的事業者の支援推進︒②

◆ 防災対策と耐震事業について

◆区内業者育成と﹁担い手３

た患者が在宅に戻るまでの医

療を提供︒区報等で周知︒

◆ 不燃金属類の資源化について

◆大江戸線延伸について

①今後の取り組みは︒②

隣接区市との連携もまちづく

問
●

・競争性の担保の観点を踏ま

任を果たす︒ 技監 ②情報共

金を積極的に活用し︑区の責

区長 ①大江戸線延伸推進基

え︑先行事例を参考に検討︒

りの上で大事︒区の考えは︒

大切︒区の考えは︒②避難拠

有等を行い一層連携に努める︒

副区長 ①区内事業者の育成

点の学校要員との連携の進め

こども ②今後検討︒

開設について区の所見は︒

みは︒②求人支援のサイトの

問 ①入札等の今後の取り組
しセキュリティ確保に努める︒●

①地域全体の防災力を高

方は︒③非常時の自主財源の

も食堂開設時や運用時等に︑

は︑連携を強化すべき︒④非

等と連携しマッチング等の仕

婚の親に対する保育所・幼稚

力ある施策を︒②地域単位の

めるには各拠点同士の連携が

問
●

病床を確保︒③急性期を脱し

的︒区の所見は︒

コンサルタント派遣等︑多様

率化を図る等︒②昨年度シス

◆区財政について

区長 ①子どもが自立して生

テム面︑運用面を強化︒徹底

職員の一層の育成で
より良い区政の実現を！

きる力を身に付ける教育等が

◆友好都市との交流について

な取り組みを活用︒

①区財政の見通しは︒②

色ある商店街づくり﹂事業の

必要︒ 教育長 ②幼児教育の

問
●

周年を記念した

セミナー等さまざまな事業実

藤井 たかし

ボランティアポイント制度へ

商店街の取り組みへの支援は︒ 充実を重点施策に位置付け︒

現状は︒④

の負担能力に応じ見直し︒③
施︒昨年度末までに 人創業︒

練馬区議会自由民主党

の考えは︒⑨いきいき健康券

教育費の負担軽減拡充を検討︒

悦栄

り組みは︒④財政調整交付金
について所見は︒

③より身近な場所での支援が

村上

の現状は︒⑤法人住民税のさ

産業経済 ①区の役割は事業

定期的な見直しに取り組む︒
③今年度大泉と練馬で開始︒

練馬区議会自由民主党

らなる国税化の影響は︒⑥自
者の自立した活動への支援︒

事象︒③事務事業の不断の見
④保護者の経済的負担の均衡

周年の記念

区長 ① 年度予算に確実に

直し等に努める︒ 副区長 ④
に努める︒ 技監 ⑤都市計画

上田市合併

盛り込む︒ 教育長 ②保護者

都区の役割分担を反映した算

一般質問︵要旨︶

区長 ①ゼロ作戦の完遂に全
な発想を生かす︒②例年通り

のための取り組みを︒②がん

園等の保育料へのみなし寡婦

き︒⑥保護者に丁寧な説明を︒
力挙げる︒ 教育長 ②定員枠
補助を実施︒③継続実施が望

教育の充実を︒③口腔がん検

①区民会議の選定は︒②

拡大は地区の状況を踏まえ進

診の実施を︒④骨髄ドナー助

問
●

副区長 ①幅広い区民の公募

基本計画への意見集約は︒

める︒③施設整備等を中心に

輸送は︒②避難拠点等の危険

区長 ①総合的な子育て支援

ャル向上への取り組みを︒

境の改善等︑まちのポテンシ

な民間の開発時には︑交通環

③大幅な人口増を伴う大規模

てさらに応援すべき︒③子ど

も食堂に対し︑庁内関係部署

福祉 ①運営団体の自主的な

控除の実施を︒

①がん検診受診率の向上

健康 ①一年を通じた講演会

成制度の実施を︒

問
●

◆がん対策について

特性を生かした施策の立案を︒ 組みを検討︒②引き続き検討︒ 区は社会福祉協議会と連携し

等︒②意見をまとめ︑緑化委

ましい事業は検討︒ 区長室

度判定は︒③把握困難な避難

の決意は︒②区民の理解と周
員会で審議し計画に反映︒

④効果的な方法を検討︒

◆防災について

知を︒③今後の税収を含めた

進める︒④充実を図る︒⑤非

①震災時の物資の集積と

財政フレームは︒④改革や効
◆ ひとり親家庭の支援について

問
●

率化を推進するＩＣＴ化を︒

◆障害者施策について

問
●

◆

①相模原の事件を受け施

課税世帯は値上げせず中間所

区長 ①サービス向上と持続

得世帯は抑える︒⑥パブリッ

危機管理 ①物流拠点の被災

クコメント等を実施︒

等を想定し２か所目の拠点を

集の一元化を︒②支援施策の

設の安全管理体制総点検を︒

検討︒物資をスムーズに輸送

情報発信と周知を︒

②障害者や家族への精神的ケ

する仕組み作りを進める︒②

可能性の両立を目指す︒②実

アを︒③障害者差別解消法の

安全確認を行い︑避難拠点を

等の普及啓発事業や検診の無

泥んこになって遊べるような

練馬区議会公明党

問
●

①公園の安全対策を︒②

◆公園施策について

見直しに合わせ検討︒

に連携︒ 教育長 ④保育料の

努める︒③今まで以上に緊密

活動を尊重︒②支援の充実に

趣旨や障害者への理解の周知

等に取り組む︒ 副区長 ③庁

特色ある公園の設置を︒③老

住みたい住んで良かった
魅力ある街︑練馬へ
を︒④事件を教訓にさらなる

開設後︑応急危険度判定員の

料チケット送付等を実施︒今

柳沢 よしみ
医療や福祉の連携強化を︒⑤

資格を持つ職員が速やかに判

内の連携体制を一層強化︒事

静夫

特別支援教室の整備もあり︑

業者との開発協議に取り組む︒ 後も受診率の向上に努める︒

斉藤

周年記念事業について

学校での障害者教育の推進を︒ 定︒区役所も直ちに調査︑災

待機児童ゼロ作戦と
ひとり親支援の充実を
福祉 ①来年度設置予定の専

問
●

練馬区議会公明党

①記念事業の区民協働事

態を表すデータ等示し理解に
努める︒③次期アクションプ
ランで示す考え︒ 企画 ④情
報化基本計画策定の中で検討︒
◆空き家等の対策について

管組織で集約︒②メールマガ

①空き家の発生抑制と適

正管理は︒②相談体制の強化

ジン活用等で強化を図る︒

問
●
を︒③跡地を区の緑地や防災

業は新発想で︒②既存事業へ

避難場所に︒④条例制定を︒

害時医療機関も優先的に判定

朽化した区立公園のトイレの

福祉 ①既に実施︒今後警察

改修・新設を︒

※１

②全小中学校でがん予防等の

問
●

理解を深める授業を実施︒充

を実施︒③今後検討︒④今年

①プロボノを発掘し︑担

と連携した訓練等実施︒②話

要な改修を進める︒

掃を徹底︒老朽化に応じて必

◆ 新しい社会貢献制度について
の補助の拡充を︒③訪日外国
①区長の待機児童ゼロへ

人等も楽しめる事業を継続的

◆保育行政について

し合いの機会を増やす等︒③

度ガイドラインの作成に着手︒ い手支援やマッチング等の体

問
●

効果的な周知啓発に取り組む︒ ◆人口増加におけるまちづく

※1

者のマッチングに取り組む︒

に補助し賑わいのまちを︒④

①子ども食堂の掌握やル

土木 ①安全安心パトロール
練馬区の良さをプロジェクシ

イント制度の導入を︒

ール作りが必要では︒②子ど

問
●

で巡回等を実施︒②整備に向

の決意は︒②地域格差の課題

①子育て世代等の生産年

実に努める︒③国等の動向を
解消を︒③都との連携は︒④

保健所 ④区精神保健医療福

問
●

注視︒④検討︒

②関係団体と連携した相談体

ョンマッピング等活用しビジ

制を整備すべき︒②社会貢献

制作る︒③防災等の活用促す

ュアル的に全国にアピールを︒ 祉連絡会開催︒今後連携強化︒

け用地の確保に努める︒③清

障害児の枠拡大を︒⑤保育料

りについて
改定は低所得者の値上げをせ

◆子育て施策について

助成等検討︒④空き家等対策

地域文化 ①社会福祉協議会

プロボノ⁝各分野の専門家が︑職業上持っている知識・技能や経験を生かして社会貢献するボランティア活動全般︒

齢人口世代が転入してくる魅

活動への参加促進のためにポ

計画素案の成案後に条例化︒

企画 ①区民ならではの自由

教育長 ⑤充実に努める︒
ず中間所得層も額を抑えるべ

70

◆みどり施策について

副区長 ①所有者と活用希望

問
●

①ひとり親家庭の情報収

①区政改革へ向けた区長

108

者の支援は︒④災害時の広域 策の充実に取り組む︒②地域
応援活動に対する受援体制は︒ の特性を生かしたまちづくり

問
●

◆区政改革について

定協議︒⑤当面先送りされる

10

地域の一体感や活性化への機

70

道路の整備を進める︒⑥早期

29

見通し︒⑥一丸で取り組む︒

問
●

区長 ①厳しい︒②一過性の

28

主財源の確保は︒

東京オリンピックに向け
選手の育成に力を！

問
●

設︒②都等と連携し機運醸成
張所跡施設の活用は︒⑧国の

問
●

ックについて
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者数は本年５月末現在１千

る︒②定員は１千

等のコンビニ交付ができるマ

⑥病院等と協議し取り組む︒

高齢施策 ①地域の意見を踏

者にも必要なサービスを︒

状況は︒要介護度の低い高齢

予定︒安全確保のため休館︒

を聞きエレベーター設置等を

地域文化 利用団体等の要望

しない工法取り入れは︒

◆環境について

取り組みは︒②今後の児童館

の増加対策とサービス充実の

①学童クラブ入会希望者

人の待機者︒さまざまなニ

げる︒③本年５月末現在１千

問
●

副区長 ①特措法に基づく指

※４

報をさらに戦略化し区民参加

屋敷の対応は︒③資源化︑ご

と協働を進めるべき︒所見は︒●
問 ①空き家対策は︒②ごみ

指針を策定︒周知に取り組む︒ ③特別養護老人ホームの待機

トリアージ⁝負傷者を重症度︑緊急度などによって分類し︑治療や搬送の優先順位を決めること︒
ＳＮＳ⁝ Social Networking Service
︵ソーシャル・ネットワーキング・サービス︶の略︒社会的なつながりを作り出すインターネット上のサービスのこと︒
ブランチ⁝支店や拠点︒

人︒公有地の活用等で施設整

調不良児対応型お迎えサービ

イナンバーカードへの切り替

み減量化の施策と取り組みは︒ 体と連携協力しブランチを広

導を強化︒②関連部門が連携

周年記念事業は将来

◆子ども対策について

周年を契機に︑広

福祉 ①重複受給の防止に一

対応は︒

備を促進︒③今年度から高齢

スの実施を︒

はほぼ解消︒③小規模保育施

①熊本地震では︑想定超

①居住確保の対応は︒②

ユニバーサルスポーツフェス

問
●

①道徳教科化への所見は︒

◆教育について

区政改革計画の中で検討︒

進めサービス向上を図る︒②

れ定員の拡大を図る︒委託を

に取り組むとともに︑受け入

教育長 ①利用の偏在解消等

各居場所間の連携は︒

ーズに沿う基盤整備を進める︒ の役割は︒また︑子ども達の

笠原 こうぞう

子どもから高齢者まで
住み良い練馬に！

練馬区議会自由民主党

①マルシェの周知は︒②

問
●

分別排出ルールの周知徹底等︒ ◆障害者対策について

問
●

②三学期制の成果と今後は︒

副区長 ①地域の意見を聞き

築を機に災害時医療の充実を︒ ◆都市農業について

③子どもの貧困対策と展望は︒

ティバルの取り組み内容は︒

都市農業 ①ＳＮＳ等を活用︒ 福祉 ①グループホーム増設

国へ都市農地保全の要請を︒

※３

整備計画をまとめ実現に取り

ツ団体等の協力で競技を実施︒ 上を支援︒②一人ひとりの成

等︒ 地域文化 ②区内スポー

富士見台地区区民館の大

育が受けられる環境を整える︒

り組む︒③公平に質の高い教

長につながるよう引き続き取

②さらに強く働きかける︒

問
●

◆地域振興について

◆高齢者対策について

①出張所空きスペースの

効果的整備を︒②街かどケア

問
●

カフェの事業の拡充と整備を︒ 規模改修計画は︒また︑閉館

庭支援センターが各機関と連

習プログラムとして充実拡大

成地区制度適用を︒⑥世界都

母親の健康状態を確認︒関係

きない場合は︑乳幼児健診で

機関に積極的につなげる︒④

携し支援︒ こども ③訪問で

き続き検討︒⑤情報収集に努

観点から検討を深める︒④引

都市農業 ①引き続き国等か

める︒ こども ⑥今後研究︒

市農業サミットで国際交流を︒ を図る︒③セキュリティ等の

◆協働について
らの情報収集に努める︒②さ
①協働推進会議の設置を︒ らに強く国に働きかける︒③

リーフレットを配布︒連絡会

②地域支援推進員のフォロー

農地が持つ多様な機能を生か

関には会議で情報提供︒⑥保

①週一日の休養日徹底を︒

問へ支援を︒③教員の見守り

②新規教員の専門外部活動顧

問
●

◆中学校の部活動について

図る︒⑦職員体制強化等対応︒

で児童情報を共有︒⑤関係機

し取り組む︒④農園で防災訓

健相談所等窓口の周知拡充を

小川 こうじ

①区児童相談所の設置予

に練馬Ｅｎ カレッジ卒業生登

定は︒②虐待児童の自立支援

練馬区議会公明党

都市農業を生かして︑
新たなまちづくりを！

問
●
用を︒③推進員の周知を︒④

副区長 ⑥交流の場等を検討︒ 機関設置を︒③妊娠期全数面

練を実施︒⑤今後検討︒

域の方々と積極的に連携︒④

る中で検討︒②③卒業生等地

地域文化 ①取り組みを進め

タルサイトで交流促進を︒

枠を︒⑤団体登録制度︑ポー

区内施設の区内団体予約優先

◆児童虐待防止について

問
●

教育長 ①教員の授業力の向

組む︒②検討︒ 地域医療 ③
※２

名等︒④医師等のトリ

②導入については慎重に検討︒ アージに応じて分担︒⑤行動

設等を年に複数回訪問︒助言

えをきめ細かに勧奨︒

一般質問︵要旨︶

し︑支出と収入の差が拡大し

・指導を行い︑保育の充実を

問
●

え２倍の避難者︒区は人口増
だが︑避難拠点減となる学校
適正配置計画の影響は︒②避
難拠点の役割は︒③区は在宅
避難が基本︒耐震診断助成は
新耐震基準へ拡大を︒④予算

なしに部活動が行えるような

※５

改修助成は︑他区に倣い助成

談の充実とエジンバラ産後う
額を上げる等︑拡充を︒

◆選挙について

は２歳までの保育所が大半︒

員削減先にありきでなく︑高

今後︑方法について検討︒⑤

悪政の言いなりか︑くらし守

齢化社会にふさわしいものに

外部指導員等の活用を︒④合
毎年園さがしを強いるのか︒

た光が丘地域では区要員の増 ●
問 ①新たな基本計画策定は︒ 学に期日前投票所の設置を︒ 管理システムの共有を︒⑥区 教育振興 ①適切な休養日設
等で拠点としての機能を維持︒ ②税制改正の働きかけ強化を︒ ④移動期日前投票所の導入を︒ 民以外の育児相談窓口設置を︒ 定を学校に働きかける︒②学

同部活動の開催を︒⑤区民ア
②待機児解消策は０〜５歳ま

②共助・公助の拠点︒ 技監

つ問診票のさらなる活用を︒

る防波堤の役割か︑区の立場

再検討を︒②区民サービス後

③現時点では考えていない︒

④保育園等に主任児童委員の

示せ︒③区政改革は計画あり

ての小規模や認可外を調査し︑ 退必至の２０１７年６月末の

での認可保育所で︒③区内全

区民 ①出張所の廃止は事務

自動交付機廃止は延期を︒

④現行の助成制度を基本に︑

活動情報の発信等できる生涯 ●
問 ①主権者教育の取り組み
学習・文化芸術サイトを構築︒ は︒②小学生選挙体験教室等

きでなく︑区民の切実な願い

問題あれば対応を︒④小規模

取扱件数の低下による︒跡施

スリートへの支援体制整備を︒

に沿う立場で︒④財政危機を

施設で早急に給食の実施を︒

設は地域の意見を踏まえ活用

周知と巡回増を︒⑤母子保健

示す資料は︑不確定な要素は

こども ①②待機児童の７割

のさらなる推進を︒③駅や大

省き︑明確な数字で示せ︒

以上が１歳児のため︑０歳か

くりを︒④農地の防災面の機

③都市農業を生かしたまちづ

⑤共通投票所の設置を︒⑥練

区長 ①都に実務的かつ具体

職員増員や弁護士等配置を︒

⑦子ども家庭支援センターの

後︑学校と連携︒ 地域文化

の方針等を注視し対応︒④今

校と連携し研修を充実︒③国

⑤目的や効果を精査し検討︒

選挙管理 ①投票の重要性を

的な協議を要請︒②子ども家

馬区若者会議の創設を︒

さまざまな機会で啓発︒②学

能周知で農地保全の機運醸成

◆都市農業について

区長 ①②行政の責任は区民

一層の耐震化の促進に努める︒ を︒⑤西部地域に農の風景育

危機管理 ①適正配置を行っ

サービスの充実と持続可能性

を進める︒②今後も︑住民票

が有効に使われていない耐震

し解決に取り組む︒③ごみの

取り組みにつなげる︒
①貫井・富士見台地区密

療機関の災害時役割分担を︒

の最大被害想定は︒④区内医

防火規制地域の指定は︒③区

集事業の進め方は︒②新たな

問
●

◆災害対策について

区長

まえ活用を進める︒②地域団

独立

貸し付け等を進めよ︒②いわ
定の効果︒不正受給発見の効
者と地域団体をつなぐはつら

①地下鉄有楽町線沿線地

◆区政改革について

ゆるハコモノにかかるコスト
果は限定的︒②不正受給通報

つシニアクラブを実施︒また︑ のさらなるイメージアップの

いて

問
●
域への設置を目指すとしてい
るが︑整備が遅れている理由

問
●

情報を︑区民にとって分かり
を福祉事務所で受け付けてい

床︑待機

やすく公表を︒
ることをホームページ等で周
介護現場で活動できる仕組み

年度決算につい

て所見は︒②﹁子育てしやす

企画 ①いずれも保育園等他

づくりを進める︒

①平成

い街﹂から﹁子どもを産み育
の施設との複合施設であるた
知︒③区が直接家主に支払う

◆区長の基本姿勢について

てやすい街﹂へとさらなる前

方式に改めるよう指導︒

問
●

進を︒所見は︒③山積する課
め売却等は困難︒地域の意見

とものり

◆病児・病後児保育事業につ

藤井

行革を断行し︑
教育・子育て支援の財源に

討︒②今年度策定する公共施

の連携は︒④駅や商業施設等︑ を伺い状況に応じた活用を検
利便性が高い場所への期日前
投票所の設置を︒

区長 ①改革ねりまを具体化
し成果を上げた︒これからが
本番︒②未来に向けて成長す
練馬区議会民進党・無所属クラブ

確立を５年後の目標に定めて

堂練馬︑練馬光が丘病院の改

は︒また︑今後の整備予定は︒ ⑤透析医療の確保は︒⑥順天

設等総合管理計画で区立施設
いるが︑進捗状況は︒②区内

②新宿区や板橋区のように体

との決意︒ビジョンに基づき
◆ 生活保護の不正受給について

の現状と将来見通しを示す︒

教育長 ①協力医療機関との

①地域包括ケアシステム

総合的に政策を展開︒③緊密

調整に時間を要している︒平

問
●

に連携し引き続き重要課題の
特別養護老人ホームの定員数

等については︑マイナンバー

問
●
と入所待機者数は︒整備につ

解決に取り組む︒ 選挙管理

活動できる仕組みをどのよう

④セキュリティや財源等につ
るか︒②行政だけで不正受給

高齢施策 ①ビジョンに掲げ

に作っていくのか︒

成

を見抜くのは限界がある︒不

いて所見は︒③元気高齢者が

◆ 出張所の跡施設活用について
正受給通報のための通報制度

いて検討を深める必要がある︒ 制度の導入で改善の余地があ
①跡地の活路を見出す前

に︑不用となった施設につい

問
●
た取り組みを着実に進めてい
実施︒１年保育の利用者には

の設置を︒③家賃滞納者への
に従っているとの指摘はあた

丁寧に対応︒練馬こども園が

ては売却や民間業者への有償
◆核兵器廃絶について
らない︒③段階ごとに区民の

基金での補てんにも限界があ

意見を聞き検討を深めてきた︒ 加わり３歳児以上の待機児童

①安倍政権は︑米国の核

兵器廃絶のため︑非核都市宣

ることを客観的に示している︒ 図っている︒④早期に開始で

兵器先制不使用宣言に反対し

問
●

言の立場で国に意見を︒③核

きるよう保育事業者と協議︒

◆震災対策について

廃絶の国際署名に賛同を︒

◆出張所の機能転換について

サービス低下やめ︑
子育て・災害対策急げ

問
●

①区の待機児童ゼロ作戦

③非核宣言自治体協議会加盟
◆区政改革について

の自治体の対応を注視︒
①区政改革は国の﹁骨太

方針﹂の社会保障改悪路線と

問
●

日本共産党練馬区議団

有馬 豊

◆保育所待機児解消について

企画 ④ 年先の変化を見越

年４月開設に向け準備中︒ 死者

①収入未申告や預金隠し

るまち・練馬区をつくりたい

◆高齢者施策について

題の解決に向け小池都知事と

979

ら２歳を重点に施設整備等を

①出張所のあり方は︑職

979

864

総務 ①国の動向を注視︒②

ているが︑区の考えは︒②核

29

の確保︒ 区政改革 国の方針

問
●

70

70

27

同じ流れではないか︒②国の

10

212
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3

との事業計画を作成すべき︒

③地域の特性にあった圏域ご

働事業がさらに発展するよう

くりセンターが引き継ぎ︑協

◆乳幼児一時預かりについて

は社会科の学習を柱にすべき︒

①憲法違反の安保法によ

◆区長の基本姿勢について

取り組む︒③現行計画で基本

られる時間と場所の拡充が早

こども アクションプランで

急に必要︒区の考えと計画は︒

年間利用定員枠を延べ１万人

①都知事選挙は参議院選

挙より若者の投票率が下がっ

問
●

た︒市民性を高めるシチズン

総務 ①憲法違反の認識はな

考えはない︒

進基本条例があり︑制定する

問
●

①﹁実態調査﹂の結果で

橋本 けいこ

くりについて

①都市計画道路や市街地

再開発事業では︑住民どうし

問
●

が議論し共有する場が必要︒

豊かな石神井公園の玄関口に

めではないか︒②取り組みは︒ ②高層ビルと大型道路が︑緑

生活者ネットワーク

市民自治の実現を求めて

◆みどり施策について

げる仕組みをつくる︒③地域

からの応援職員受け入れ体制

い︒新任務は法律に基づくも

しい自治の創造﹂を目指すな

は︒②防災訓練の区民周知を︒ らば︑自治基本条例の制定を︒ 別の計画策定の考えはない︒

拡大する計画︒

危機管理 ①今年度︑ガイド

③福祉施設の防犯対策は︒

のと認識︒②非核宣言自治体
協議会加盟の自治体等の動向

ラインの作成に着手︒②区ホ
ームページ等で予定を案内︑
③区内三警察と連携し︑民間

写真付きで訓練の様子を紹介︒ を注視︒ 区長 ③既に区政推
施設も含めて取り組む︒

の目標を変更か︒ ③教科化される道徳はシチズ

選挙管理 ①急な日程の中で

ケート等で寄せられた多様な

技監 ①懇談会に加え︑アン

②みどりの機構が解散したが︑ ンシップ教育の一環とすべき︒ ふさわしい風景と考えるのか︒

は︑みどり

主権者教育が十分にできなか

①﹁地域ケア会議﹂は︑

◆地域包括ケアについて

﹁区民との協働による維持管

問
●

◆スポーツを通じた共生社会
について

理﹂はどうなるのか︒③改定

高齢者支援課が主導し︑機能

②土地の高度利用を図ること

意見を地域に知らせている︒

今秋のユニバーサルスポ

ーツフェスティバルの継続を︒ 強化を図れ︒②基本チェック

ったこと︑夏休みと重なった

が適切︒オープンスペースに

こと等が一因︒ 教育振興 ②

豊富なみどりを配す等︑地区

するみどりの基本計画に生物

学習指導要領に基づき︑日常

多様性保全の観点を︒

生活に根ざした政治の学習を

リストの未返信者にこそ︑丁

環境 ①みどりの基本計画改

にふさわしい街並みを整備︒

寧に対応し実態を把握せよ︒

定の中で見直す︒②環境まち

実施︒③主権者意識の醸成等

の内容は︒②受診率向上のた

受診率の状況︑口腔ケア事業

について

◆下石神井のまちづくり構想

通し健康意識の醸成に努める︒

①成人歯科健診の対象者︑ ②各年齢層に応じた健診等を

を検討︒ 区民 ③個別の勧奨

め﹁個別﹂案内が有効︒所見

問
●

や栄養指導等を実施︒他自治

は︒

歳が対象︒平

進め方は︒②狭あい道路の幅

りの遅れに対し道路整備等の

①区西部地域のまちづく

体等の事例も参考にさらなる

歳の節目と

を進めながら︑美しい住宅都

区長 ①道路や鉄道等の整備

で練馬区と杉並区の連携は︒

⑤西武新宿線連続立体交差化

性化の具体的な取り組みは︒

るべき︒所見は︒④商店街活

所見は︒③公園の整備を進め

年度の平均受診率は ％︒ 員や隅切りの確保についての

雅彦

お口の健康まつりの開催等︒

成

問
●

保健事業の充実を図る︒

改築の際に︑検査体制の充実

づくり公社のみどりのまちづ

地域文化 今回の成果を踏ま

都の病床配分から供用開

◆医療環境整備について

問
●

年以上かかるが︑所

健康 ① 歳から 歳までの

①歯科健診の無料化は産

◆歯磨きの取り組みについて

婦も対象とすべき︒②小中学

問
●

健康 病院整備には︑病床確

校においての指導の現状は︒

見は︒

保に加え土地の確保等多くの

号線について
店街など貴重な資源を失う︒

課題があるため︑相当程度の

①みどり豊かなお寺や商
十分な検証をしたのか︒②骨

期間を要すると認識︒

かわすみ

がん・脳伷塞・心筋伷塞の
予防対策強化を！
格幹線道路の機能を果たす構

①区内のＭＲＩ︑ＰＥＴ︑

◆医療費削減について

問
●

ＣＴ等の台数は︒②疾病等の

②保健情報システム等の改修

練馬区議会自由民主党
計画変更を都に申し入れよ︒

検査ができる体制整備が重要︒ ③歯周病菌の一部は脳伷塞等

市を築く︒ 技監 都市計画道

④２車線道路でも環境アセス

など必要性は説得力に乏しい︒

造といえるか︒③延焼遮断帯

問
●

◆放射

員会として厳正︑適切に対処︒ 始まで

守は当然︒引き続き︑教育委

切に指導︒②政治的中立の遵

一般質問︵要旨︶

え︑順次内容を充実︒

問
●

◆石神井公園駅周辺のまちづ

シップ教育ができていないた

問
●

高齢施策 ①既に地域ケア会

フレット配布等で啓発︒②保

議を再編し︑検討体制を整備︒ 方針の一つに位置付けている︒ 時でも︑安心して保育を受け

護者の意識向上が図れるよう
る自衛隊の新任務はやめさせ

況と傾向は︒②地域との関係
るべきでは︒②非核宣言自治

りづくりに取り組む︒さらに︑●
問 ①区内の精神疾患者の状
関係所管と取り組みを検討︒

①児童福祉法改正により︑ 各分野の団体と町会・自治会
◆災害対策と施設の防犯対策

◆児童相談所の設置について

の所見は︒

とのつながりの構築に努める︒ づくりや支援体制が必要︒区

問
●
◆地域包括ケアシステムの構

を︒区の所見は︒

さらに仕組みづくりを進める︒ は重要︒保護者への啓発推進

急に保育が必要になった

特別区毎に設置となったが︑

②今後︑状況把握が困難な高

◆精神疾患者の地域ケアにつ

土木 ①乳幼児健診時にリー

問
●

区の認識は︒②都が行ってい

齢者について専門相談につな

いて

の充実を︒②ポケット労働法

◆ シチズンシップ教育について

体と連携し核兵器廃絶に向け

副区長 社会福祉協議会等と

はケアマネジメントのもと提

を配布し周知せよ︒③若者へ

①大災害時︑協定自治体

積極的に働きかけよ︒③﹁新

なる︒協働や仕組みづくりは︒ て︑支援体制の充実を検討︒

連携して︑意欲ある区民の活

供︒②③国の制度見直しの内

の家賃補助など住宅支援を︒

問
●

について

①高齢者相談センター機

千

福祉 ①精神通院医療費制度

問
●
年で ％増加︒②関連

万

築について

応業務等により今まで以上の
人︑
部局が連携し︑障害者地域自

能をより高めていくための体
制は︒②元気高齢者や介護サ
立支援協議会での意見を聞い

業務強化となる︒設置には慎
重な対応を求めるが所見は︒
ービス事業者等は社会資源と

ひと︑
まち︑
福祉は︑
コミュニティから

区長 ①広域行政と基礎的自
治体業務との協働のあり方や
職員の人材育成等を含め︑周
到な検討が必要︒②速やかに
実務的かつ具体的な協議が行

◆子どもの自転車安全対策に

けい子

ついて

白石

高齢施策 ①本所に医療・介

練馬区議会民進党・無所属クラブ

相談体制の充実に取り組む︒
護連携推進員を配置し︑支所

われるよう都に要請し︑児童
◆コミュニティデザインにつ
①都内で︑乳児をおんぶ

した︑自転車による死亡事故

問
●

いて
にケアマネジャーを増員︒役
割分担見直し相談を充実︒②

地域の課題が多様化して

いる︒行政と町会・自治会と
今年度︑はつらつシニアクラ

問
●

ブや街かどケアカフェを実施︒ ②子ども用ヘルメットの着用

動を支援し団体同士のつなが

容は明らかでない︒高齢者基

こども ①人事体制含め事業

④区独自の給付制奨学金を︒

も発生︒保護者への啓発を︒

区の考えは︒

住民の地域力の醸成が必要︒

◆暮らしと経済について

礎調査を実施して課題を検証

を充実︒今後も事業の安定的

①安倍政権の経済政策は

社会保障削減と巨額の負担で
し︑地域包括ケアシステム確
立などを進める︒

問
●

②公契約条例などで区民の所

景気を悪くする︒反対せよ︒
得を底上げし︑消費を増やす

な継続を図る︒②現時点では
よる経済的自立が重要︒家賃

配布の考えはない︒③就業に

◆就学援助について
①入学準備金の前倒し支

給の課題は︒②国の通達に基

問
●

放射 号線は見直し︑
貴重なみどりを守れ
補助などの考えはない︒福祉

路の整備を進め沿道まちづく

歳以

時期に合わせ研究︒

所見は︒③団塊世代が

◆ 口腔がんの区検診化について

メントなどの調査実施を︒

の要因の一つ︒乳幼児期の生
上となる２０２５年に医療費

④美術館やアニメスタジオ等︑

りの保全策や公園化等を検討︒

助成の活用等で対応︒③みど

入れるべき︒考えは︒②健康

アや健康に関する意識を子ど

健康 ①国等の動向を注視︒

期実現に取り組む︒

密な協議を行い︑立体化の早

ものころから培っていくべき︒ 地域資源と連携し推進︒⑤緊

で産婦の歯磨き指導等を実施︒ 寿命を延伸するため︑口腔ケ

問
●

活習慣を就学後も継続する事

区長 ①住民の理解を得︑都

は増大︒特定健診後の特定保

健康 ①乳幼児の歯科健診等

が必要︒所見は︒

りを推進︒②道路拡幅整備の

市計画道路の整備を着実に進

健指導も最重点課題︒現状お

70

①口腔がんを検診に取り
める︒ 技監 詳細な状況は事

よび今後の方向性は︒

4.7

対策に積極的に取り組め︒

産業経済 ①国は経済対策と
して補正予算を閣議決定︑施
策を積極的に展開︒②中小企
業者支援など柱に補正予算を
準備︒条例制定の考えはない︒
◆介護保険改悪について

づき早急に前倒し支給の実施

④当面︑国の議論を注視︒

まさゆき

を︒③実態に合わせ入学準備

坂尻

定を受ける権利を保障するな

金の増額と援助品目の拡充を︒ ◆主権者教育について

日本共産党練馬区議団

ど︑必要な介護が受けられぬ

教育振興 ①中学入学準備金

①総合事業は︑要介護認

事態招くな︒②福祉用具貸与

の小６での支給の考えはない︒ 課題を学ぶ必要性は︒②教育

問
●

や生活援助の保険給付外しは

路︒③火災時の延焼遮断など

台︒②機器導入経費の

◆歯科健診について

進め︑歯磨きの定着に努める︒ 所見は︒

健康 ①平成 年７月１日時 歯科健診は研究︒②歯磨き巡
点でＭＲＩ８台︑ＰＥＴ３台︑ 回指導等実施︒③環境整備を
重要路線︒整備は行政の責務︒ ＣＴ

45

30

244

に権力が介入してはならない︒ 業を進める際に調査︒②都県
境を跨ぐ広域的な骨格幹線道

①現実の政治問題や地域

重度化と医療費増を招く︒区

②修学旅行費などは︑費用負

問
●

の認識は︒③制度改悪による

問題があれば現場の努力で解

教育振興 ①実際の政治の働

決するべき︒区の見解は︒

実態調査し︑国に反対意見を︒ 担が生じる前に給付︒③増額
や費目追加の考えはない︒

④環境評価を行う考えはない︒ 一部を助成︒今後︑病院の増

10

1

きなどを取り上げ︑授業で適

30

1

◆若者支援について
※６

①ねりまサポステへ支援

75

25

高齢施策 ①総合事業は介護

問
●

27

27

10

14

35

また︑区として対策を打て︒
保険制度内で実施︒サービス

サポステ⁝若者サポートステーションの略︒
※6

35

5

の利用者は昨年度

た専門職の確保や広域的な対
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区 議 会 だ よ り

平成28年第三回定例会の一般質問は、9月7日・8日・9日の3日間、12名の議員が行いました。ここでは質問と回答の要旨を掲載しています。全文は、定例会閉会後、概ね２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。

