延伸実現の際は︑バス路線の

京商工会議所と連携し︑個々

制度等支援体制を充実︒②東

①委託の方針と民営化の

かしわざき

大江戸線延伸早期着工目指し
区の取り組みは

①沿線地域のまちづくり

再編が必要︒区の考えは︒

問
●

には︑大江戸線を見据えた計

人事戦略 ②研修のほかＯＪ

①行政サービスの抜本的

の事業者に合うプランの提示

◆区政改革について

等︒③都の支援機関と連携進

に留意し︑また意欲をもって

問
●

技監 ①地域の高齢化の状況

営を考えるべき︒現状評価と

や地形の高低差等に配慮し今

今後の展開についての考えは︒

画の検討が必要︒その方向性

額は今年度約６億１千 万円

と今後の取り組みは︒②大江

と急増︑今後も増加見込む︒
な改革が必要︒所見は︒②新

周年の記

たな歳入確保に向けた全庁的

ついて考えは︒④

①内外の大きな変化をど

副区長 ①医療と介護の連携

念行事と連動した区政改革キ

◆ 区長の基本的な認識について

問
●
強化が重要︒今後︑高齢者相

臨んでいるか︒③法人住民税

家庭教育支援の方策とし

め︑個別相談会を開催等︒

◆家庭教育支援について

年度末に新たな改善計画を策

の地方交付税原資化への対応

問
●

の活用方策についての所見は︒ 定︒②バス停の増設等改善に

戸線延伸基金の積み増しとそ

や新駅へのアクセス等を検討︒ を創造する力の育成に努める︒

区長 ①委員が率直な議論を

区長 ①改革の目的は時代を

な取り組みが必要︒所見は︒

区長 ①着実に進める︒技監

ャンペーンについて考えは︒
談センターの体制を見直し相

先取りした持続可能な政策の

年度予算編成にはどの点
談を充実︒区民ボランティア

実行︒区民サービスを充実し︑ 地域の意見をまちの将来像と

は︒④国保広域化の財政的な

②
会を巻き込み︑体系だてた多

展開︒提言に強い感銘受けた︒ て︑熊本県のような︑地域社
との連携等で支援体制の強化

のように受け止めているか︒

角的・広範囲なアプローチ等

◆中小企業振興について

問
●

◆ 保育園委託・民営化について

ブランチを広げることを検討︒ の導入等︑積極的に取り組む︒
◆公共施設等総合管理計画に
ついて

練馬区議会自由民主党

強

①高架下に新設する大泉

は︒②新たな名称のもと︑各

と︑高齢者の活動向上の方法

高齢者センターでの事業内容

問
●

ついて

◆関越自動車道高架下活用に

実を図りながら︑新しい価値

教育長 ④キャリア教育の充

の検討︑実施を願う︒考えは︒ を検討︒②事業所が町会等と

総務 ②区有財産の貸付方式

都市インフラの整備を進める︒ して取りまとめ︑整備手法を

純二

教育長 学校︑地域︑関係機

こんな時代だからこそ
着実な一歩で街づくり
小泉

機運の醸成に努める︒ 企画

区長 ①我が国が近代に入り

影響についての見通しは︒
初めて経験する状況︒開かれ
た区政を通し練馬の未来を切
り開く︒②的確な見通し踏ま

練馬区議会自由民主党

の敬老館が連携し事業の充実

を整理し進め方を検討︒②施

ついて

◆公共交通空白地域の改善に

は︒③事業承継について︑相

拡大等について区の取り組み

流事業等幅広く展開︒介護施

高齢施策 ①筋トレ講座︑交

用ニーズを共有し事業を充実︒

副区長 ①②利用枠拡大含め

センターは高齢者の活動拠点

設へのボランティア紹介等︑

見は︒④教育委員会として起

地域活動を促進︒②相互の利

業家教育に対する考えは︒

談窓口の充実やさまざまな機

等の地域の取り組みは︑大江

の中心としての役割を担う︒

関と連携し取り組むべき︒所

戸線の延伸を待つことなく対

副区長 ①産業融資あっせん

副区長 ①訓練等でＳＮＳ等

③市民主導によるまちづくり

る花いっぱい運動の拡充を︒

的に推進を︒②駅からはじま

◆いじめ対策について

による利用促進に取り組む︒

問
●

活用した情報伝達実施︒今後

の推進を︒④区独立 周年行

勢といじめの実態は︒②いじ

①いじめ問題への基本姿

も活用︒②都トラック協会と

方策を検討︒②設置箇所の拡

環境 ①区民との協働により

害である等を基本として対応︒

教育長 ①許されない人権侵

を活用した相談体制の確立を︒

めへの体制強化を︒③ＳＮＳ

◆ひとり親家庭への自立支援

大に努める︒③みどりのアド

強化を︒②就職や生活支援の

問
●

福祉の視点で︑
公共交通空白地域の改善を！

平野 まさひろ

課題︒②いじめ対策推進教員

を中心に学校一丸となり取り

組む体制を整える︒③より実

効性あるＳＮＳの活用を検討︒

バイザー派遣し支援︒④検討︒ ◆図書館について

①健康・医療コーナー設

置し医療講演会等の拡充を︒

問
●

充実を︒③離婚後の養育費等

①みどりバス保谷ルート

◆公共交通空白地域の改善

問
●

ンター等と連携︒②給付額の

福祉 都ひとり親家庭支援セ

自治体との連携を︒③高齢者

バスの重複ルート解消と隣接

賃割引制度導入を︒②みどり

教育振興 ①講演会等の内容

育成支援を︒

③子どもによる読み聞かせの

児サービスは︑他館へ展開を︒

②ねりマルシェとの連携や託

充実やホームヘルプサービス

を拡充し︑参加者増に努める︒

②検討︒③研究︒

の視点でバス停設置を︒

留所間隔見直し等を行ってい

合意書のひな型等配布を開始︒ 技監 ①②③ルート再編︑停

◆みどり施策について

の拡充等を検討︒③来年度︑

自立応援プロジェクトを始動︒ 再編の早期実現と乗り継ぎ運

区長 ①来年度ひとり親家庭

に関する合意書配布を︒

練馬区議会公明党

見えにくいいじめへの対応が

①離婚問題の相談体制の

協定締結︒③都に働きかける︒ 事で花の種や苗木の配布を︒

問
●

物資受け入れや仕分け等の新

震化実現を︒

策を進めるべき︒所見は︒③

②大泉学園町や大泉町一丁目

①災害時にＩＣＴの積極

る︒効率的運行と利便性向上

設改築後は委託民営化を検討︒●
問 ①改善への取り組みは︒

一般質問︵要旨︶
◆区の情報化計画について
①ＩＣＴ活用の区長の考

で活用を︒③健康づくり推進
にアプリの利活用を︒④若手

問
●

検討︒③検討︒④活用を推進︒ 避難拠点における水道管の耐

①民有地のみどりは積極

早急に検討︒今年度中にスケ

圏域の高齢者センターと地域

を図るべき︒所見は︒

②区におけるふるさと納税制
制整備についての考えは︒②

①中小企業が力を発揮し

検討し︑具体化︒②都との実

所見は︒②国の補助金や販路

やすい支援体制整備が必要︒

問
●
修︑改築を契機とし委託・民

務的な協議を踏まえ︑効果的

基本的な考えは︒②施設の改

等の充実について︑区で検討

な活用方法等を検討︒

①野球場や庭球場等施設

関と協力し︑教育委員会が積

教育長 ①毎年２園程度︑

営化を図るべき︒所見は︒

問
●

サービスの充実を基本に編成︒ ④記念事業は区民参加と協働

していることは︒②高野台運

②若手職員には区政改革を通

副区長 ①寄付制度の在り方

度の近年の実績値と推計値は︒ この間の経緯を含め今後の体

の定員拡大を進め保護者の不

見直し相談を充実︒②街かど

問
●
ケアカフェのブランチを各地

えを︒②音声認識アプリを全

①低所得者世帯へ就学後

も含め支援を︒②保育士奨学

域に展開︒③検討︒

区民事務所と福祉事務所窓口
①清掃車のラッピングで
環境啓発を︒②光が丘清掃工

問
●

金返済支援事業の導入を︒③

副区長 ①国等との役割分担

看護師の奨学金返済の補助を︒ ◆清掃事業について

問
●

園委託︒民営化は課題

動場の活用を進めるためにも︑

◆介護保険について

して︑自分の業務を見つめ直

特色ある地域密着型の施設運

安解消に努める︒③０歳児を

年で

極的に情報発信︒教育と子育

①ふるさと寄付制度とし

していく研修も必要︒いかが
全般の見直し進める︒②控除

都府の取り組みを注視︒

区長 的確な見通しを踏まえ
預かる私立保育所に扶助費を

ジュール含め整備計画を示す︒ ◆ 地下鉄大江戸線延伸について

最大限に生かし取り組み強化︒ 早期に具体的な対応を︒

てを一元的に担うメリットを

問
●

◆ふるさと納税制度について

により展開︒地域おこしを応

①区政改革推進会議の作

◆区政改革計画について

問
●

か︒③外郭団体職員の研修に
を完遂︒ 教育長 ②実施に向

◆人材確保のための奨学金支

の構築を推進するためにも︑

業全体について区長の感慨は︒ て新たな態度を打ち出しては︒●
問 ①地域包括ケアシステム

◆ 平成 年度予算編成について
けて課題があり１歳児クラス

た財政運営を堅持し︑区民サ

援について

区長の基本姿勢は︒

ービスの充実を基本に編成︒

①区長の地域医療の考え

は︒②積極的に病床の確保を︒ も含め支援のあり方を検討︒

問
●

◆地域医療について

加算し配置を促進︒④検討︒

①区民参加と協働の内容

場改築後︑見学コース充実を︒ 職員によるＩＣＴ活用の検討

区長 ①最新の技術動向をと

③食品ロス削減の取り組みを︒ と全庁的なアイデア募集を︒

環境 ①今後検討︒②充実し

らえ着実に取り組む︒ 企画

子育て・教育・高齢者・医療の
未来に責任を

た見学コースの設置を要望し

②福祉関係窓口に導入し︑活

企画 ①パブリックコメント

ていく︒③協力店制度等の仕

用拡大に向け取り組む︒③意

等で区民参加を徹底︒施設運

組みづくりを検討︒

妙子
②足立区の実施状況等を調査

営について協働をさらに進め

酒井

③練馬光が丘病院の基本構想

凝らす︒④組織横断的な議論

練馬区議会公明党

る︒②他自治体の事例も参考

し検討︒③新たな方策を検討︒ ◆ＩＣＴを活用した教育活動
の推進について

欲的に取り組めるよう工夫を
の早期策定を︒④西部地域に

めないものは貸し付けや売却︒ 高度急性期機能の病院誘致を︒ ◆高齢者施策について

と実物投影機の全教室配備を︒ デア募り活用に取り組む︒

・検討の仕組みを整え︑アイ
③タブレット導入を︒④特別

①進め方は︒②モニター
体制の見直しを︒②街かどケ

支援教育に積極的に活用を︒

①高齢者相談センターの
アカフェを︑高齢化率の高い

問
●

団地等の近くに空き店舗等を

⑤ポケットカルテを利用した

区長 ①バランスのとれた医

①待機児童ゼロの決意を︒ 共通診察券の導入を︒

◆保育の充実について

地域医療
療環境整備が必要︒

的活用を︒②物流拠点の人員

問
●

②入園予約制の導入を︒③保

教育長 ①新たな計画を今年

体制と物資の適正管理を︒③

◆防災対策について

育所に看護師配置助成を︒④

度中に策定︒②新たな計画で

副区長 ①本所・支所体制を

都に現状を示し意見を述べる︒ の片づけを行う制度導入を︒

区長 ①抜本的な対策を国に

③④引き続き取り組む︒⑤京

区立幼稚園に新事業の導入を︒ ②基準病床数の見直しに際し︑ 活用し開設を︒③葬儀や家財

問
●

に仕組みを構築︒③活用が望

設の活用や売却の基本方針は︒

協議制度の導入を︒③廃止施

は︒②問題意識の共有に事前

問
●

ついて

◆公共施設等総合管理計画に

29

20

企画 ③収納対策強化等で財

えた財政運営を堅持し︑区民

取り組む︒③既存駅との連絡

性を理解し積極的に取り組む

Ｔを強化︒③区政改革の必要
の協働を推進︒地域との交流

700
を促し︑街かどケアカフェの

70

源確保︒④的確に見極め対応︒ 援するプロジェクトを開始︒

10

29

求めながら待機児童ゼロ作戦

70

問
●
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要高まる領域の医療を充実︒

⑤課題を検討︒⑥高齢化で需

な考え方は︒②統合する３校

地を活用した病院の機能・規

める︒施設見直しは丁寧に対

を小中一貫教育校とする経緯

①小中一貫教育の基本的

機能は︒災害拠点病院として

問
●

◆教育について

応︒②来年度実施計画を策定︒ 模︑病床確保策は︒開設まで

の見通しと支援策は︒④順天

さらなる拡充を︒⑤練馬光が

①﹁改革ねりま﹂の進捗

堂練馬病院拡充の進捗状況と

◆区長の基本姿勢について
と成果は︒②今後の区発展に

通し︑あり方の認識は︒②来

問
●

要望︒⑤発生抑制や再使用の

向けた政策課題の取り組みは︒●
問 ①区財政の中長期的な見

年度の予算編成方針は︒③施

①介護予防となる健康体

取り組みが重要︒学校教育等
操の推進を︒②体操のみなら

◆健康活動推進について

行った用地取得への協力依頼

ず健康事業のパイプ役に︒

区長 ①ビジョンと区政改革

と理由は︒③小中一貫教育校

問
●

を踏まえ︑区としても都に要
でのＰＲ活動を通し推進︒

計画が当面の到達点︒②現在

は︑地域特性を生かした魅力

来年度予算編成の課題と
◆産後ケア事業について

◆区長の基本姿勢について
請︒②区内の交通環境の改善

健康 ①②健康体操普及会と

丘病院改築の基本構想策定の

問
●
に大きな効果が期待される︒
協議して町会等での健康体操

設維持更新のためには施設整

◆区財政について

区長 的確な見通しを踏まえ

対策︑方針は︒

設の利用状況と見解は︒②現

備基金の積み増しが必要では︒ 進捗状況は︒⑥地域医療振興

①容器包装リサイクル法

の区民ニーズと将来投資の両

①今年度から開始した施

◆リサイクル施策について

面で区民サービスを向上︒

問
●
の普及啓発活動等︑会が担う

問
●

た財政運営を堅持︒区政改革

役割の検討を進める︒

の取り組みを着実に推進︒
区の考えは︒③早期訪問事業

剛

⑥経済格差と教育格差の相関

⑤応用力向上の取り組みは︒

テストの区の結果と意義は︒

教育長の所見は︒④全国学力

ある学校としての再生を要望︒

在の１か所から拡充を要望︒

①児童相談所の設置につ

練馬区議会自由民主党

副区長 ①病院誘致の絶好の

度から取り組み︒将来にわた

教育長 ①豊かな人間性・社

機会︒② 床増床が必要︒バ

関係の現状と取り組みは︒

区長 ①一層厳しい︒開かれ

ランスの取れた体制を整備︒

るより良い教育環境の提供︒

福沢

協会の新病院への考え方は︒

の中間処理対象品目は︒②資

問
●

④特別交付金の活用は︒

興について

◆児童相談行政について

源回収事業費の区負担につい

一定程度寄与した︒③国の動

た区政を通し練馬の未来を切

③３校の魅力や伝統を引き継

年

り開く︒ 企画 ②アクション

床想定︒都

地域医療 ③回復期・慢性期

会性の育成等が狙い︒②

プラン︑区政改革計画の推進

を最優先︒③積極的に進める︒ の医療機能持つ

①素案への区民の意見と
区の受け止め方は︒②計画実

問
●

改革の本質は︑
将来世代に対する責務！

◆障害者スポーツの普及・振

◆高齢者の運転免許証自主返
歳以上とした理由は︒ ての考えは︒③事業者と自治

は︒②今後の区の取り組みは︒

区と都との協議状況

教育長 ①都は個別に協議行

いて︑

ラリンピック開催に向け障害

う考え︒②職員派遣の拡充等︑

①東京オリンピック・パ

者スポーツの普及・振興に対

都と連携し相談体制を強化︒

問
●

する考えは︒②児童・生徒の

子育て・高齢者・障害者に
住みよい練馬を！
障害者スポーツの理解をどう

◆公共施設等総合管理計画に

向等を踏まえ検討︒④区報や

練馬区議会民進党・無所属クラブ

子育てスタート応援券を利用

地域文化 ①障害のある人も

可能に︒⑤兄弟利用を可能に︒ 高めるのか︒

倉田 れいか

の利用者増に向け改善を︒④

納支援策について
①

②支援策の効果は︒③新たな

問
●
支援策の考えは︒④周知方法
を改善し返納率向上を︒

土木 ①警視庁の資料に基づ
体の財源負担等の協議は︒④

健康 ①半年でショートステ

ない人も相互に理解を深める

おたっしゃだより等を活用︒

き採用︒②返納者数等が増加︒
各自治体の動向や確認等の方

機会を拡大︒ 教育長 ②体験

ついて

法は︒⑤発生抑制の啓発や教
日︑デイケア

好︒学力向上施策の改善を図

ぐ︒ 教育振興 ④おおむね良

⑤利用者の要望を踏まえ検討︒

④利用の推移を見ながら検討︒

人︑

延べ

年度開設目指す︒設備整

の計画改定で意見述べる︒平

イ延べ

成

人︑
日の利用︒育児

育を一般廃棄物処理基本計画
内にどう取り込むのか︒

◆地域医療について

④都と具体的に協議︒

①都は２０２０年までの

◆外かく環状道路について

企画 ①意見を踏まえ検討進

現に向けた今後の進め方は︒

問
●

道徳教育等においても育む︒

通し理解を深めるよう工夫︒

要性について現区長の考えは︒ ③④大都市清掃事業協議会等

切に運営︒④地域の新しいシ

供体制は︒③高野台運動場用

解は︒②病床整備数と医療提

今後︑専門窓口を設置︒東京

実現した物件は広くＰＲ︒②

療拡充等︒関係機関と協議︒

末に全工事完了予定︒救急医

適応指導教室︑居場所支援事

らし取り組む︒ 教育振興 ③

立応援プロジェクト等工夫凝

係は無い︒個別指導等で支援︒

検討・提案︒⑥顕著な相関関

備費を補助等︒④平成

◆第４次一般廃棄物処理基本

都居住支援協議会で情報交換

の連携も視野に対策を検討︒

業等多様な支援実施︒民間と

水銀含有物は各自治体に

◆ 子どもの虐待・貧困・不登校

有害ごみとして適切に出すよ
という精神は生きているか︒

収︑蛍光管の一部資源化を実

環境 体温計等の一部個別回

必要な支援で基本的な生活が

つくるべき︒②貧困対策は今

軽に相談できる体制を早急に

当事者である子どもの気持ち

きではない︒教育長は一番の

生活者ネットワーク

きみがき

◆まちづくりについて

意見を踏まえ閉校時期を設定︒

達に良好な教育環境を保障︒

の教育を行い︑将来の子ども

教育振興 在籍生徒には最善

を直接聞いたのか︒

閉校は拙速にすすめるべ

総務 憲法の恒久平和の理念

施︒最終処分場に混入させな

問
●
見直しをとらえ意見を述べる︒

を生かしたものであり︑現在

う求める準備はできているか︒●
問 ①虐待対応はいつでも気

◆光が丘第四中学校の閉校

早期の対応が求められている︒ し︑所有者等へ働きかける︒

問
●

計画と水銀問題について

る指標等︒⑤授業改善方法を

への不安が軽減されたと考え

で課題を整理し国に法改正を

ンボルとなる学校設置目指す︒

年度

る︒②区民の要望を把握し検

療機能の地域バランス考慮︒

◆ ひとり親家庭の支援について

①都地域医療構想への見

環境 ①ペットボトルと︑ト

副区長 ①国等事業者が都に

区民の意見聞き進める︒
福祉

問
●

レイ等の容器包装プラスチッ

◆区長の基本姿勢について
⑧今後も団体の状況を確認し

①公共施設等総合管理計

画の策定は拙速︒区民等と話

④周産期の現況つかみ対策を︒ ﹁日本国憲法の立場に立つ﹂

問
●
協議︒ こども ⑨高い評価を

②母子加算廃止ねらう国に撤

地域医療 ①都保健医療計画
など財政的支援の強化を︒

◆区長の基本姿勢について
①区の具体的支援施策は︒ の拡充を︒③光が丘病院等の
小児救急医療の充実に支援を︒ ●
問 非核都市宣言決議当時の

し合い策定を︒②地域施設再
受けた委託実績生かし実施︒

回を求めよ︒③家賃補助創設

は生徒・保護者の意見聞き撤

問
●

編は全体像不明︒③出張所廃

や就学援助の前倒し支給実施

保育園等はなぜ民営化か︒⑥

◆障がい者差別解消について

もこの考えに変わりはない︒
療機関を支援︒④必要に応じ

①事業者や地域団体への
筆談ボード・音訳等の費用助

問
●
◆ 石神井公園駅再開発について

成で︑﹁合理的配慮の見える

調査︒今後も体制を整える︒
①住民合意図られてない

問
●

平和と人権を守り
安心・共生・自治のまちを

②病院誘致に取り組む︒③小

子ども傷つける
光四中と小竹小の閉校やめよ
米沢

圭子

児救急医療事業を委託する医

減につながる区政改革は福祉
増進という自治体の役割を果
たせない︒見直せ︒⑦高野台
運動場用地への病院誘致は住

日本共産党練馬区議団

い収集方法を含め分別を検討︒ できる水準へと上げるべき︒

自立応援プロジェクトを始動︒ 計画見直す指導を︒②高層ビ

化﹂を︒②差別事例の検証︑
は存続すべき︒③教育格差と

民の意見聞け︒⑧障がい者施
設の無償貸付は当事者に相談

地域分断を生み環境悪化

地域と丁寧な議論を行え︒

の動向を注視︒③家賃補助は

小中一貫校への再編は中止し︑ 日も対応︒②社会保障審議会

ちづくりは住民の提案生かせ︒

観整備や商店街の再生などま

ない︒②相談事例の積み上げ

福祉 ①現時点では考えてい

定が必要だが区の考えは︒

な世帯への活用に取り組め︒

会を設置し︑住宅確保が困難

きかけるか︒②居住支援協議

ために所有者と住民にどう働

福祉 ①保護者の孤立化防止

合った多様な学びの場を︒

として︑それぞれの子どもに

できる人﹂﹁安心できる場所﹂

実施︒国に対し具体的な分断

技監 環境影響評価は適切に

額の税金をかけてまで必要か︒

い外環青梅街道インターが多

させ︑大泉方向にしか行けな

問
●

企画 ①区民参加を徹底︒②

技監 ①事業実施に向け準備

等︑区障害者差別解消支援地

問
●

区民との共有をどう図るか︒

ルに公共施設は入るのか︒そ

③障がい者差別禁止条例の制

③不登校については﹁学校に
の負担は︒③公園に連なる景

行く﹂ことに捉われず﹁信頼

過小校招く学校選択制やめよ︒ 福祉 総合相談窓口を新設し

①空き家活用をすすめる

④小竹小︑旭丘小・中の廃止︑ 専門相談員を配置︒夜間・休

◆空き家等対策計画について

園委託化やめよ︒

地域配置等踏まえ取り組む︒

組合を支援・指導︒②計画の

維持︒地域に適切な情報提供

をし︑早期完成を求めていく︒

す︒③意見を聞き安全で賑わ

築︒ 区長 ②ひとり親家庭自

③現時点では考えていない︒

所有者へ働きかける︒活用が

いのあるまちづくりを推進︒

対策等求めており︑一体性は

学援助は適切に運用を図る︒
①単独医療圏への見直し
を都に求めよ︒②急性期病床

問
●

考えていない︒ 教育振興 就

③事務取扱件数激減︒④デー

全校に特別支援教室を設置︒

教育振興 ①説明会を実施︒

タ公表し適正負担を区民と検

③選択制度は保護者と生徒の

撤回する考えはない︒②今後

討︒⑤⑥区民サービス実現し

検討段階︒計画案は地域に示

つつ持続可能性を確保し区民

希望や意思を尊重︒今後も適

域協議会で協議︒研修会や区 環境 ①セミナー等啓発事業 が急務︒子育てのひろば等あ
ホームページ等で丁寧に周知︒ を検討︒専門家団体と連携し︑ らゆる機関での相談体制を構
福祉を増進︒ 地域医療 ⑦医

◆病院と医療問題について

質下がる

もなくやめるのか︒⑨保育の

ちひろ

区長 ①来年度ひとり親家庭

①光が丘四中の閉校方針

200

回を︒②併設の通級指導学級

問
●

◆学校統廃合について

35

財政難理由に民営化や経費削

区民の過大な負担避けよ︒⑤

32

33

19

止は撤回を︒④施設使用料は

一般質問︵要旨︶

開通を強く要望︑用地取得が

23

進まぬ現状について区の考え

826

23

ク︒②製造事業者と比べ過重︒ 討︒③引き続き周知を強化︒

112

は︒②青梅街道インターの必

25

75

20

地域文化：地域文化部長 福祉：福祉部長
土木：土木部長 教育振興：教育振興部長

回答者の略称 企画：企画部長 危機管理：危機管理室長 総務：総務部長 人事戦略：人事戦略担当部長 都市農業：都市農業担当部長
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区 議 会 だ よ り

よう改善︒メーリングリスト

◆練馬区誕生

周年について

問
●

リオデジャネイロでは凶

を期待する︒今後の外郭団体

②先行自治体の例を参考にし

の役割と区の関与の見直しは︒ ながら免許返納者にタクシー

年８月１

誉区民の選定を行い︑独立記

選考委員会を設けて新たな名

と連携した取り組みは︒

①区内の犯罪件数は︒②警察

担う必要性や区等との役割分

討を進めている︒サービスを

人観光客が日本にやって来る︒ えた組織を設け︑あり方の検

援策を検討︒

自主返納を促進︒②新たな支

心身の状況を把握して免許の

年４月を

山田 かずよし

②観光協会は平成

カフェやペットショップの衛

すことを願う︒所見は︒③猫

都と連携して殺処分数を減ら

の犬猫の殺処分数は︒②東京

分されている︒①国内の年間

非常に多くの犬猫が殺処

◆動物行政について

件を

練馬区議会維新の会

年の約１万３千

問
●

担等を検証し事業を見直す︒

や保健相談所と連携を強化し︑

悪犯罪が頻発する地域がある

練馬区は昭和

周年時には︑

して農地を借り上げるだけで

念式典で顕彰する考え︒

総務 学識経験者等からなる

は農家の理解が得にくい︒農

平成

維新だからできる﹁身を切る改革﹂

区民顕彰を検討してはどうか︒ 危機管理 ①犯罪認知件数は

周年に向けて名誉

年前の

年は

日人口

問
●

て︑区長の考えを︒②町会・

機能の導入等は協議し検討︒

みを︒併せて容積率緩和等の

①区政改革と協働につい

地権者が進んで協力できる仕
成

問
●

①２階以上にある体育館

◆学校体育館の課題について

る︒

問
●
ら開始する高架道路下の地域

自治会の加入率アップのため︑ ③用地の確保が課題︒４月か

練馬区の独立運動に貢献した

土木 ①高齢者相談センター

活動倉庫の状況を踏まえ︑さ

人を対象に名誉区民顕彰が行

券等区独自の特典を︒

未加入の方へのアプローチを
らなる整備の必要性を検討︒
われた︒

②今後の外郭団体の統廃合と

組みを︒③従来の情報提供等
強化できるようホームページ
◆農地に関する防災協定につ

事業の整理は︒

に留まらず︑西東京市との連
制作支援の充実やメーリング
いて

東京オリンピック・パラリン

は震災時︑円滑な避難の妨げ

リスト等︑ＩＣＴの積極的な

と報道された︒４年後には︑

となるだけでなく︑地域のコ

技監 ①第四次事業化計画で

携強化とその見える化を︒

活用を︒③地域のために活動

回目の誕生日とな

ミュニティ形成の大きな支障
富士街道から青梅街道までが

万人で誕生した︒平

となっている︒早期の建て替
優先整備路線に選定された︒

副区長 ①外部の有識者を加

えを︒②暑さ寒さの影響を及
災害時における農地協力

地の多面的な防災機能に着目

の協定が︑仮設住宅用地等と

問
●

ピックが行われ︑多くの外国

ぼさない避難拠点とするため
している町会・自治会では活

かしま

学校体育館へ冷暖房配備で
万全な避難拠点を

着実に整備を進める︒②道路

配備に向け︑前向きな予算を︒

副区長 ①学校改築にあわせ
教育長 ②重要な課題と認識︒

地上階への設置を検討︒

練馬区議会自由民主党

年度の予算編成に

生管理を︒④里親の譲渡会場

平成

に区立公園の提供を︒

問
●

◆区財政について

実現性の高い協定に見直しを︒

し︑買い取りや補償も含め︑

目途に産業振興公社への移管

活用し資材スペースの確保を︒ 経ていること︑都市農業の環

ービスの充実を基本に編成︒

た財政運営を堅持し︑区民サ

報交換︒不審者情報等をねり

警察と毎月連絡会を開催し情

４月の社会福祉協議会との統

害者就労促進協会は平成

動資材を保管しておく場所に

事業︑廃止事業等に整理︒障

境が変わったことから見直し

飼養について周知啓発︒③監

境界からの壁面後退等のルー

最も適したシステム導入につ

件︒②区内３

が必要︒Ｊ Ａ東京あおば︑農

視指導は都動物愛護センター

万３千頭︒②動物愛護や適正

が実施︒センターと連携し迅

速かつ適正に対応︒④施設管

〜

〜

〜

年は約６千

は効果的な手法︒沿道権利者

区長 ①町会・自治会は区政

合に向け検討を進める︒

区長 的確な見通しを踏まえ

あたっての基本的な考え方は︒ ピークに減少傾向にあり平成

等地域の意見を聞き︑まちづ

◆高齢ドライバーの安全につ

いて現在情報収集︒他自治体

都市農業 協定締結後 年を

調査研究を進める︒
くりの方針や地区計画を検討︒ の最大のパートナー︒地域の

ま情報メールで迅速に提供︒

今後も取り組みを推進︒

①事故を減らすために医

療分野や福祉分野との連携を︒ 理上の制約等があり今後検討︒

問
●

保健所 ①平成 年度は約８

◆保谷駅周辺のまちづくりに

◆安全・安心なまちづくりに

①外郭団体のあり方の見

◆外郭団体について

問
●

年

ついて

業者の意見を聞き︑実効性の

〜

ジを︑より簡便に作成でき︑

る︒ 地域文化 ②ホームペー

直し︑統廃合や事業の見直し

いて

高いものとなるよう取り組む︒ ついて

①将来の連続立体交差化
有や協力を図る︒

の実現には︑鉄道と交差する
◆町会・自治会に対する支援

活動内容等を適宜発信できる

愛知県名古屋市

問
●

備が重要︒見通しは︒②駅前
について

の割合のみではなく縦覧等で

・ごみ減量化・リサイク
ルの取り組みについて

号線の整

都道の歩行空間確保の取り組
れず︑都と協議を行い区が果

・福祉需要への対応が目的︒
②スポーツ施設の整備・充実
を検討︒ 教育振興 ③選択制

医 療 ・ 11月８日（火） 鹿児島県霧島市 ・介護保険ボランティア・
高齢者等
ポイント制度について
特別委員会 11月９日（水）
・高齢者元気度アップ地
域包括ケア推進モデル
事業について

都市計画道路補助

◆ 福島避難者への支援について

◆公共施設等総合管理計画に

たすべき役割を検討︒②今後︑ 出た意見の内容により判断︒
都との協議を踏まえて活用方
ついて

福島からの
﹁自主避難者﹂

のために区営も含めた公営住
法や積み増しについて検討︒

問
●
宅の専用枠拡大等の対策を︒

①高野台運動場の廃止の

◆石神井公園駅南口まちづく

法で区民参加を徹底してきた︒

区長 ⑤段階ごとに多様な手

抵触するとは考えていない︒

切に運営︒④ガイドラインに

ーツ施設の機能縮小の根拠は︒ 度は保護者と生徒の希望や意
思を尊重するもの︒今後も適

説明がなされていない︒スポ

問
●

技監 応急仮設住宅の支援を
りについて
号線の駅前での推計

行う予定はない︒今後︑国等
①

②廃止なら責任ある代替プラ

問
●

交通量は都計道完成時に２万

ンを︒③光四中の生徒数減は

の支援の状況を注視︒
◆障害者差別解消法について

台超︒大量の車を呼び込む道

光四中閉校撤回を︒
高野台運動場の機能守れ

今後も最大限に努力︒
◆ 築地市場の豊洲移転について
中学校選択制の影響︒選択制

②退職後の東京ガス入社は不

成二

路は必要か︒②﹁大鷲神社の

の見直しは︒④光四中のＰＴ

明朗な天下りではないか︒

市民の声ねりま

福祉 ①条例の制定は現時点

再建﹂を市街地再開発の目的

Ａが白紙撤回を申し入れ︒閉

副区長 ①全くの事実誤認︒

池尻

①相談機関の位置づけと

問
●
権限を明確にし︑民間も含め
た差別解消の取り組みを進め
るためにも条例整備を︒②視
覚障害者への合理的配慮とし

では考えていない︒②横断歩

とすることで政教分離の問題

校強行は国のガイドラインに

区長は市場移転に関わったこ

①都側の当事者の一人と

道を安全に渡る上で有効なも

は︒③地区計画における利害

抵触しないか︒⑤ＰＴＡや施

とはない︒②退職後の再就職
を決定するのは人事当局︒都

30

清 掃 ・ 11月８日（火）
エネルギー等
特 別 委 員 会 11月９日（水） 山口県宇部市

・水素利活用の取り組み
について

山口県周南市

・徳重駅前交通広場等整
備事業について

11月９日（水）

て音響信号機への移行促進を︒

のの一つ︒引き続き交通管理

関係人の同意の必要性は︒

設利用者の反対を押し切る進

して都政の混乱への所見を︒

者である警視庁に要請︒

技監 ①駅周辺の交通環境を

は区長の再就職に何の問題も

医療法人誠心会 ・高齢者多機能福祉施設ふ
きあげタウンについて

27

・地下鉄桜通線延伸事業
について

11月８日（火）

交通対策等
特別委員会

問
●

◆大江戸線延伸について

地域文化 ①スポーツ施設の

ない︒区長の基本姿勢を︒

協働 と｣相いれ
｣｢

め方は 参｢加

①区は鉄道の整備費用本

向上する上で整備は必要︒②

問
●

複数の事例あり問題にはなら

体の負担に踏み込むのか︒②

ない︒③関係者の合意に努め
基金積み増しの見通しは︒

ないと公表︒
るのは当然︒計画決定は同意

縮小ではなく︑増大する医療

技監 ①従来の事例にとらわ

練馬区議会では、今後の行政施策の参考とするため、
各都市への視察を行いました。

400

・熊本地震後の復旧・復
興状況について

総 合 ・ 11月９日（水） 熊本県益城町
災害対策等
特別委員会 11月10日（木） 熊本県熊本市

232

一般質問︵要旨︶

将来を見通して共に知恵を絞

苦慮している︒区有地を積極

15

課題を最もよく知る住民と︑

ルを定められる地区計画制度

22

③双方の住民同士の意見交換

の導入状況も参考に︑さらに

700

まさお

にも︑学校体育館への冷暖房

70

60

11

70

70

29

の場を設置する等︑情報の共

20

29

29

10

特別委員会の
行政視察
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