ストの削減を。⑤職員の働き
活保護制度の適正な運営を。

平成
保と人材育成の強化を。⑤生

④福祉事務所の適正人員の確

る体制整備と支援の充実を。

要な「ひとり親世帯」に対す

について整理を。③支援が必

充実を。②高齢者見守り事業

①がん検診受診記録の継続と

【保健福祉費・介護保険会計】

ての取り組みを。

時の区民の排出マナーについ

層の保育料見直しと、保育料

らなる委託化を。③高所得者

ービス向上と運営費削減、さ

ゼロの実現を。②保育所のサ

【こども家庭費】①待機児童

地域住民等に配慮を。

備には、児童・生徒の心情や

校統合等による教育環境の整

置と配置時間の延長を。⑧学

用料の滞納対策を。

明書づくりを。②区営住宅使

向けに、わかりやすい決算説

・一般会計歳入】①一般区民

【公債費・諸支出金・予備費

の委託計画の作成を。

画的な取り組みを。⑤児童館

っこクラブの担い手育成の計

の定期的な見直しを。④ねり

ィース検診等の実施を。⑩胃

ビニエンスストア検診やレデ

成推進を。⑨がん検診のコン

防止対策のゲートキーパー養

親の就労支援周知を。⑧自殺

ス大会等の開催を。⑦ひとり

い替え時助成を。⑥手話ダン

耳用スピーチプロセッサの買

給付品目に追加を。⑤人工内

④大活字本を日常生活用具の

入を。②土曜日スクールゾー

者に通知する登下校メール導

【教育費】①全小学校に保護

の早期整備を。

運転啓発を。⑩自転車レーン

の危険運転行為の周知と安全

の無電柱化推進を。⑨自転車

中通りと区内

水対策の着実な推進を。⑧豊

タクシーの早期整備を。⑦治

年度一般会計ほか、４特別会計決算を

審査するため、今定例会初日に議長を除く全議

ｍ未満の歩道

方の改革、区政の効率化を。
⑥受動喫煙および分煙対策等

平成 年度決算に対する

⑥臨時災害ＦＭ放送が開設で

外科の設置を。⑨訪問・通所

を。⑧区内病院に歯科・口腔

算について、認定に賛成の立

および４特別会計歳入歳出決

ルスポーツフェスティバルは

ラソン開催を。⑦ユニバーサ

を。⑥全区的コースのフルマ

区立美術館で多言語表示対応

早期整備を。②石神井公園駅

駐車場会計】①補助 号線の

【都市整備費・土木費・公共

事業の全区展開を。

診の早期実施を。⑭産後ケア

歯科健診実施を。⑬５歳児健

⑪骨髄ドナー助成を。⑫産婦

ーシャルワーカーの増員を。

導員の配置を。⑥スクールソ

した窓口設置を。⑤部活動指

ームページやＳＮＳ等を活用

④いじめ早期発見対応に区ホ

支援員・管理員全校配置を。

館データベース化早期実現と

がん検診の検診率向上推進を。 ンの早期適用を。③学校図書

律の専門家の民間採用を。

サービスの充実を。⑩高齢者

場から意見表明を行う。

駐車場会計】①大江戸線延伸

【都市整備費・土木費・公共

全郵便物の封筒に、点字や統

の研修と周知を。②区送付の

療法士や作業療法士の活用を。 ーサルデザインガイドライン

衆浴場の季節湯事業の拡大と

【産業経済費・環境費】①公

アファイル作成を。

ックをコラボさせた記念クリ

周年と東京五輪・パラリンピ

⑥大泉学園町地域に乗り合い

トと大泉ルートの早期再編を。 戦の実現を。④保育士のキャ

現を。⑤みどりバス保谷ルー

④保谷駅鉄道高架化の早期実

周辺の道路整備と商店街まち

②ねりっこクラブを早期に全

バス停の屋根の積極的設置を。 に積極的なアウトリーチを。

づくりの推進を。③区による

校配置を。③待機児童ゼロ作

のため、乳幼児健診未受診者

【こども家庭費】①虐待予防

年度練馬区一般会計

練馬区議会公明党（

【区民費・地域文化費・国民

の自立化・介護の軽度化に各

各会派の意見表明・討論

きるよう協定を。⑦さまざま
の検討を。⑦歯科健診の拡充

健康保険事業会計・後期高齢

サービスが寄与するよう工夫

未来に責任。安全・安心の練馬へ！

柳沢よし
な訴訟等に対処するため、法

者医療会計】①収納体制の強

来年度も開催を。⑧区独立

年行事は薪能を中心に区内の

基金の積極的な活用を。また、 一マークを。③総合評価方式

設備改修事業補助増額を。②

平成

化を。②不能欠損の防止を。

【議会費・総務費】①ユニバ

人）

日間

とや英津子）を設置し、

員により、決算特別委員会（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。
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。
③各種届出の休日・夜間窓口

を。⑪介護予防の現場に理学

伝統芸能行事の開催を。⑤区

の対象工事拡充を。④災害時

周

立美術館の拡張・充実を。⑥

鉄道事業の認可手続きを目指

練馬産業見本市の販路拡大・

の案内告知の工夫を。④

医療費の適正化に向けた努力

安否確認ボードを避難拠点等

持続可能な財政運営と、区政改革の推進を！

を。⑦保険料収納率の向上を。 した積極的な推進を。②西武

の訓練で活用を。⑤避難拠点

の改善が図られた結果、最下

常収支比率とも改善が図られ

負担比率、実質収支比率、経

算状況を分析すると、公債費

る。区民福祉の向上、区内産

政運営に努めるよう、要望す

将来にわたって持続可能な財

ついては、収納対策の強化や

ることは重要な課題である。

持続可能な財政基盤を構築す

改革の取り組みにおいても、

ニメ観光ルートの整備を。⑦

化等の工夫を。⑥広域でのア

るため、生産者の顔の見える

や直売ロッカーの魅力を高め

を。②景気対策特別貸付、マ

ス交流等につながる取り組み

業見本市は販路拡大、ビジネ

【産業経済費・環境費】①産

の強化を。

③練馬こども園の増加に向け、 カード申請機能付き証明写真

幼稚園の各種補助の充実を。

とトイレの洋式化を。②私立

校舎改築の際は運動場の確保

【教育費】①区立小中学校の

プを都に強く要請を。⑦公園

河川改修工事のスピードアッ

④区内駐輪場すべてに時間利

し用地取得へ一層の努力を。

路線区域について、都と連携

第四次事業化計画の優先整備

北道路事業の早期実現を。③

者医療会計】①マイナンバー

健康保険事業会計・後期高齢

【区民費・地域文化費・国民

の文字拡大を。

の防犯カメラ設置の予算化を。 に掲載されている候補者一覧

保および新たな財源の獲得に ル経融資、年末短期貸付の継 用の導入を。⑤地籍調査実施
努め、受益と負担のあり方や、 続を。③起業家育成の促進を。 地区の拡大を。⑥石神井川の

国庫補助金等の特定財源の確

日本アニメ 周年プロジェク

機の各区民事務所設置を。②

票実施を。⑩投票所の記載台

地域の集会所等での期日前投

発し、購入助成を。⑨高齢化

中高層住宅へ積極的に普及啓

⑧エレベーターチェアを民間

用自動販売機の設置拡充を。

へ拡大を。⑦防災情報等提供

時支援物資集積所は区内全域

の食糧備蓄数の増を。⑥災害

⑬不燃ごみ中の金属をリサイ

と買い取り制度追加を。⑫各

き家等対策条例に弁護士制度

ガーデニングの推進を。⑪空

進を。⑨こどもの森を西部地

育成事業を区民との協働で推

対策の意識啓発を。⑧ホタル

シェの定期開催を。⑦省エネ

産物のブランド化推進とマル

さらなる支援を。⑥練馬区農

実を。⑤商店街特色づくりの

④アニメカーニバルの企画充

業塾の定員拡大と継続開催を。

ビジネス拡大を。③子ども起

域文化費】①東京オリンピッ

馬区もイクボス宣言を。【地

長時間労働の是正等を。②練

動、みどりのカーテンや回廊、 ライフバランスの観点から、

域に整備を。⑩花いっぱい運

区内候補選手の広報周知を。

家庭で食品ロス削減の推進を。 ク・パラリンピックに向け、

とする。【総務費】①ワーク

排し、財源の確保を求め認定

う求める。より一層の無駄を

財政の硬直化が進行しないよ

経常収支比率が４ポイント

献事業の促進を。④ポタリン

場にも活用できるよう地域貢

実と、福祉・コミュニティの

空き家対策への相談窓口の充

・飲食店等に向け拡大を。③

要。物流方法を研究し、学校

②区内農産物の市場拡大は重

を活用し農地保全の努力を。

る。「農の風景育成地区制度」

依然扶助費は増加傾向であり、 産緑地地区の更新が迫ってい

改善したことは評価するが、

グ事業にも、自転車環境に適

【産業経済費・環境費】①生

設掲示板の建て替え促進を。

⑧健康増進に向けた取り組み

位を脱した。しかし、普通会

業の振興、社会資本整備の推

トに積極的に関与を。⑧公衆

データヘルス計画の重複・頻

現在、区が進めている区政

計決算の歳出では、公債費は

進、子育て・教育施策の充実

さらなる努力を。④区内小中

平成

区で

年度の普通会計の決

た。中でも、昨年度、
ポイント

最も高い数値であった経常収
支比率は、一気に

・

％の伸びとなった

適切な対応を。⑩こぶしハー

部活動指導員の活用を。また、 ック医薬品への切り替え、糖

と教育の情報化の加速を。⑤

回受診者への指導、ジェネリ

の障害者参加率の向上と協賛

クルし、ごみ収集量の低減を。 ②練馬こぶしハーフマラソン

祉費】①高齢者の生活保護の

した事業の研究を。【保健福

練馬区議会民進党・無所属クラブ（６人）

財政は健全だが、油断せず一層の努力を！

％減少したものの、保

等を図るべきとの観点から、

学校の教育コンテンツの充実

明を行う。

％

育所運営費や幼稚園等給付費

浴場にＡＥＤの設置を。⑨空

般財源が

フマラソン大会のコースに、

【保健福祉費・介護保険会計】

地の歳入増に向けて意識改革

引き上げに伴う地方消費税交

介護扶助費の割合が高い。施

等を活用し、加入促進に向け、 面・健康管理等への配慮を。

設入所者数減少に向け、生活

区も協力を。④保護板つき公

会・自治会加入リーフレット

アフリーの推進を。③災害時

①バリアフリーマップ作成を。 団体のさらなる獲得を。③町

要援護者支援体制の充実を。

②ＩＣＴを活用した情報バリ
徹底を。④クレジットカード

尿病重症化対策推進を。③出

支払いによる公金収納を。⑤

張所跡施設の活用方策の周知
援員の増員を。⑦学校図書館

校外活動へ単独で引率できる

支援員または管理員の全校配

条例整備等を。⑥学校生活支
拡張整備を。⑫古紙の持ち去

こぶしの植樹を。⑪こどもの

り対策の強化を。⑬資源回収

の運用指針に沿った改善を。
④情報システムは適正な工程

②産業経済部と連携し、障害
管理・コスト管理と、運用コ

③防災対策のさらなる充実を。 森、ローズガーデンの早急な

る。
平成

27

常収支比率の改善は、一過性

年度決算における経

付金の伸びが大きな要因であ

が、これは消費税率

を。②契約について「品確法」

8.3

委託民営化の促進の観点から ④商店街にメリハリのきいた
事業の見直しを積極的に進め、 支援を。⑤区内の野菜直売所

の増などにより扶助費が

き家・ごみ屋敷の解消に向け

リアアップ支援と宿舎助成を。

の事象であり区財政の硬直化

新宿線連続立体交差事業と南

人）

2.5

は依然として続いている。

練馬区議会自由民主党（
年度練馬区一般会計
特別会

12

以下具体的に要望する。

23

8

2

4
％への

100

認定に賛成の立場から意見表

230

27

【議会費・総務費】①未利用

70

14
17

増加し、歳入においても、一

計の歳入歳出決算について、

4

70

27

27

歳入歳出決算および

平成
27
27
6.2

20
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区 議 会 だ よ り

⑩民間委託された保育園の運

員の専門性向上のための取り

検診はバリウムではなく、よ

の強化を求め、以下要望する。 本的に引き上げよ。⑪胃がん

組み充実を。⑧保育園待機児

①区政改革は、区民サービス

福祉避難所の体制充実を。⑤

動の外部指導員の充実と顧問

ペット防災の啓発・実施に取

教員への評価を。【こども家

「

認定

支援事業の効果的活用を。⑦

印鑑登録カードの証明書自動

者雇用促進を。③地域生活支
り負担の少ない方法に見直せ。 ⑥心障センターの中途障害者

交付システムの廃止見直しを。 営状況の点検を。⑪保育料改

援制度の移動支援へは柔軟な
⑫駅ホームドアの設置助成の

解消とともに保育士の人材確

の後退ではなく、都市インフ

保・処遇改善・専門性向上を。

ラの見直しで行え。②防災備

り組め。⑥図書館の障害者サ

庭費】①保育士の離職への調

ービスの充実を。⑦児童館職

査・研究を。②育児休暇取得

歳の壁」解消を。⑬区立

対応を。④福祉職専門のケー

定は全般的な負担軽減を。⑫

スワーカー登用と増員を。
【都

○

幼稚園において預かり保育の

○

実施を。⑭光が丘第四中の閉

○

号は事

○

石神井公園駅南口再開発事業

○

の見直しを。⑧補助

○

拡充と事業前倒しを都に求め

○

よ。⑬耐震改修助成はより利

○

蓄の量や日数を再検討せよ。

○

③核兵器廃絶の署名に練馬区

公 共 駐 車 場

に向け、保育入所に予約制度

認定

市整備費・土木費】①キャッ

×

チボールも可能な公園整備を。 の導入を。③保育所入所申請

×

校方針案の撤回を。⑮学校図

○

業凍結を。⑨大江戸線延伸で

×

は安易な開発に流れないこと。 書館に直接雇用の司書配置を。

×

用しやすい制度に見直せ。⑭

×

待機児数の定義を実態に即し

○

として取り組め。④区発注工

○

事において建退共証紙が行き

○

のインターネット申請方式導

後期高齢者医療

入を。④病児・病後児保育の

認定

②区立公園のトイレの維持管

×

理と利用者のマナー向上の啓

×

歳までの一貫し

○

て見直し、

×

渡る環境整備を。⑤出張所と

×

効率的・安定的な運営を。⑤

×

発を。【教育費】①トイレ改

○

維新だからできる「身を切る改革」

○
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