※リノベーション…既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途変更や機能の向上を図り、建物に新たな価値を加えること。

周年

は。②現美術館長の実績評価

修の検討状況と今後の進め方

問 ①区立美術館の大規模改

の実例は。⑤生徒減少校には

くり、活性化への支援と効果

度は。④学校の特色・魅力づ

③魅力ある学校づくりの達成

ルター導入の検討を。②液体

問 ①災害時のバルーンシェ

◆災害時対策について

の公募制を教員確保に活用。

よう指導。⑦都の主幹教諭等

再利用のため寄贈しては。④

パラリンピックのメダルへの

収後の電話はオリンピック・

済み携帯電話と交換を。③回

バイルバッテリーを作り使用

周年ロゴ入り太陽光発電式モ

問 ①環境債の発行を。②

◆区立学校の適正配置について

と今後のあり方は。③

優秀な部活指導者の招聘を。

徒減少傾向の学校数と原因は。 で地域貢献への意欲が高まる

踏まえた建築計画が必要。今

問 ①光四中の在校生が卒業

の文化美術分野の記念事業の

◆文化芸術について

◆スポーツ振興について
後、地域住民との共通認識を
するまでの支援強化を。②適

内容とプロデュース依頼者は。 ⑥学校事務職員の区職員化を。 ミルク解禁に向け都、国に働

まざまな観点から検討。

問 ①次回「ユニバーサルス
来年度独自調査行い都に要望。 正配置の基本的な考え方と、

深めまちの将来像を描く。②
検討対象とする際の諸条件を

副区長 ①地区全体の状況を

問 ①改革に向けた区長の決
ポーツフェスティバル」の内

明らかにし、区民に周知すべ

の積み立て目標額を定めた。

意は。②「公共施設等総合管
容と展望は。②区内スポーツ

問 ①地域の特徴を考慮して

◆清掃リサイクル事業について

◆区政改革について

の意見と修正点は。③区立保
施設の今後の整備予定は。③

理計画 素( 案 」) に対する区民
育園の今後の 園の委託の具
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体的な進め方について考えは。 総合体育館改築は延期となっ

区長 ①ここに練馬区ありと
の実情を踏まえるべき。学区

き。③学区域の適正化は地域

区長 ①展示室を拡充。独創

④薪能の充実方法は。

を超えた配属を可能にすべき。 ルクの入手ルート確保を。

⑦教員人事は通常の異動基準

きかけを。③災害時の液体ミ

辺住民と入居者が同じみどり

大型マンション建設では、周

②現 館長は区の文化芸術の

しい場として整備。地域文化

周年

で基準やデータ示す。③統合

②検討中の適正配置基本方針

イデアを募集し選定。④能楽

ト 。一流アーティストからア

い。③ 体 験型のアートイベン

ントにも優れた人材が望まし

平成

ともに健康な国民の育成。②

教育長 ①人格の完成と心身

◆施設のリノベーション活用

望。③情報収集に努める。

度から検討。②関係機関に要

副区長 ①今後さまざまな角

生かしたまちづくり等に関す

緑化委員会等での地域資源を

業への協力手法を検討。④⑤

の機会を増やす。検討。③事

環境 ①幅広く検討。②回収

実と冒険の森への取り組みを。

ガーデニングコンテストの充

造する取り組みを。⑥

は。⑤官・民・地域が一体で

次世代の日本を担う
成熟した人材の育成を！

歴史と未来が融合した街を創

を育む等の取り組みを行って

成をすべき。区の所見は。②
④学校の改築は可能な限り積

振興に大きく寄与。新館長は

域見直しの基本的な考え方は。 的で優れた企画の舞台に相応

教育長 ①母校への誇りと自

極的に進めるべき。考えは。

けいこ

金属類の資源化の今後の方向

再編の際も通学区域見直しを

問 練馬区流、練馬区方式で

について

小川

性は。③蛍光管等への今後の

検討。地域との関係に配慮。

◆中学校選択制について

体験ができるプレセミナー等。 の数の減少等。③アンケート

練馬区議会自由民主党

増やし他館にも取り組み広げ

④来年度（仮称）学校施設管

信を持ち卒業できるよう支援。 幅広い人脈を持ちマネージメ

る。②練馬総合運動場の整備
対応と、区内雇上事業者等の

理実施計画の検討に着手し可

上野

問 ①来年度以降の区財政見

◆ 平成 年度当初予算について

業方式や移転の可能性を検討。 活用、自区内処理は。

等。企画 ③効率的整備の事

副区長 ①来年度、計画の策

②約 事業の６割、約 億円。 するが、区の考えは。②光が丘

に基づく建て替え計画を要望

スト等の検討を進める。③さ

資源化のため、分別や処理コ

を生かす。環境 ②さらなる

受援体制の検討等、区の特性

能な限り計画を早く進める。

連携で教育活動を支援し魅力

祉等の地域活動や農業等との

ではおおむね高い評価。④福

企画 区の地域特性も踏まえ

の活用の検討を。

う検討。⑥区民が楽しめる企

る意見を諸施策に生かせるよ

中学校は６校。原因は子ども

問 ①公教育の本質は。②生

※

通しは。②「区政改革計画」

定に着手。協定自治体からの

の下、活用を図るのか。

化の早期実現を。区の考えは。

駅２ルート目のバリアフリー

区長 ①一層厳しい。副区長
③中長期を見据えた財政負担

ンショック時の減収額を基本

用。⑥環境を整備。⑦リーマ

検討。⑥都に任命権。研修等

を創造等。⑤予算措置も含め

し研究。ＮＰＯの活動を周知。 障害早期発見チェックリスト

ページで紹介等検討。⑥調査

関に要望。④検討。⑤ホーム

達。液体ミルク解禁を関係機

◆環境・緑化について

た最適な活用に取り組む。

の活用を。③自動車教習所に

システム改修補助を。②認知

タクシー券の配布や自動制御

問 ①免許証の自主返納者に

なく用地を取得し着実に整備。

画にする。時期を失すること

⑥産婦健診の体制づくりを。

に設定等。教育長 ⑧転園希

医療系専門職員の派遣を。

◆女性視点での防災について

望も含め５千 件。⑨待機状

問 ①依存症の考えと実態の

◆依存症対策について

土木 ①支援策を検討。②日

◆区長の基本姿勢について

況等を考慮し検討。⑩助成制

本認知症予防学会と協議中。

人事戦略 ①区政改革計画で
◆平成

度を活用し保育士確保。

認識は。②相談窓口の周知と

女性活躍推進を位置付け。

問 ①区長の基本的考えのイ

気軽な相談体制を。③依存症

問 ①次期地域防災計画に熊

メージは。②予算規模減少の

◆防災対策について

⑤今後の研究成果待ち検討。

本地震での女性の視点からの

理由と変更点は。③特別区財

③区内教習所に配置を要請。

問 ①平成 年度予算編成の

④都の助成内容等注視し検討。 問 ①アクティブラーニング

大図る。健康 ③対応を検討。 ◆教育について

政調整交付金に関する考えは。 問 ①小規模単位の防災訓練

防止講演会の定期開催を。④

基本姿勢は。②児童相談行政
リーダーを育成し、防災フェ

の指導者育成を。②英語教育

実施を。②簡易水道消火装置

を支援するＮＰＯと連携を。

機会の確保を。⑤高校中退者

の目標設定は。⑧保育所の申

の積極的取り組みを。⑦基金

取り組みは。⑥ふるさと納税

年度予算について

ア開催を。③家庭内備蓄等、

の環境整備を。③ＩＣＴ環境

④地方消費税交付金の減少原

区政改革・議会改革で
未来を開く練馬を！

し込み状況は。⑨区立幼稚園

力得られる取り組み進める。

由と今後の事業展開、都から
在宅での避難生活準備の徹底

因は。⑤区独自の財源確保の

教育長 ②周知等で普及・拡

の財源確保は。③アクション

を。④東京防災女性版活用を。 ⑥都等と情報共有し検討。

整備し、プログラミング教育

教訓を反映せよ。②女性防災

プランを確実に実行し、社会

推進を。④不登校児への教育

を都と共同の新事業とした理

状況の変化に対応した次期計

◆健康づくり施策について

化の方針とその効果は。⑤議
会改革に全力で取り組む。区
政改革は区民の協力で将来世

⑥学校体育館の空調設備を設

宮原

よしひこ

区政 周年！
「魅力あるまちづくりを」

練馬区議会公明党

問 ①区の道路陥没対策は。

②下水道局と連携を。③路面

下空洞調査の実施を。④地域

防災計画に反映を。⑤修繕に

依存症リーフレットの活用を。 ついては関係機関との契約締

置すべき。所見を。⑦学校ト

イレの洋式化等改修の推進を。 の活用で待機児童ゼロ対策を。 の配備を。③避難拠点に生活

ゆりこ
問 ①健康啓発グッズ配布で

吉田

正に取り組む。②女性対象講

画をホームページで公表を。

応えるものと未来への投資に

副区長 ①②下水道局の受託

健康 ①対策の推進は重要。

受け未然防止に取り組み。③

⑤連携体制整備で社会復帰を。 結を。⑥調査結果と今後の計

潜在的ギャンブル依存者は相

用品と液体ミルクの備蓄を。

談件数以上に存在。②区報等

④地域防災計画に道路の適切

④避難拠点の余剰物資の引き

取りを。⑤「ぼうさい体操ぐ

な維持管理の項目を設け、そ

区長 ①区民と手を携え豊か

らぐらステップ」活用を。⑥

で周知。全保健相談所で随時

⑩都の保育事業費の活用を。
で美しいまち練馬を実現し、

期限切れが近い備蓄食品の配

教育長 ①教員の指導技術向

未来の世代に引き継ぐ決意。

布やフードドライブ等活用を。 対応。③④講演会定期開催や

女性の健康週間周知を。②家

企画 ②基金の見直し等。福

庭血圧計、塩分計等の活用を。 上図る。②担任の英語力向上
録者を健康づくり推進委員に。 員の研究組織と調査研究進め

祉・教育・子ども家庭費合計

習会実施等。防災フェスタで

る。④適応指導教室をさらに

啓発。③防災カレッジ等で周

充実等。⑤今後ネットワーク

適切に配分。②区のきめ細や

健康 ①さまざまな事業通し

危機管理 ①防災会等の意見

かな支援と都の広域的専門的

意識啓発に取り組む。②③区

聞き検討。②情報収集し研究。 発強化。⑤都に働きかける。

問 ①女性職員の職場環境等

の取り組みを進める等。③教

副区長 ③区民ニーズに的確

額は増。③区固有の財政需要

応力等さらに向上。十分確保。 ◆子育て支援について
に対応する取り組みを具体化。 の取り組みは。②子育て支援

を勘案し増額。④税制改正に

◆高齢運転者対策について

⑥ホームページ等で広く公表。

⑤占用企業者と協定等締結。

の中で空洞調査も位置付ける。
強化。⑥効率的・効果的シス

③協定業者等を活用し適時調

都発行のリーフレット等で啓
テムを調査研究。⑦国等の補

聴覚検査助成を。④不妊検査

助制度の動向注視し取り組む。 よる。⑤さまざまな手法を活

用開始予定。登録促進用に血

上と持続可能な財政運営の強

助成を。⑤不育症治療助成を。 圧計等抽選で配布。区民の協

パスポート導入を。③新生児

11

化。⑤工夫を凝らし進める。

④区民サービスのさらなる向

独自のアプリを開発。

月運

知。④避難拠点に働きかける。 ③健康管理アプリを構築し登

練馬区議会公明党

29

支援の連携が最善。職員の対

区長 ①現在の区民の求めに

130

70

29

代に持続可能な体制づくりを。

◆道路陥没対策について

危機管理 ①教訓等踏まえ修

一般質問（要旨）

に備え、新たに施設整備基金

23

画策定を。④区政改革の予算

50

年度比で２割以上減の

の取り組みで予算化された額

問 ①光が丘の明確な将来像

ひろみ

ているが、今後の区の方針は。 災害廃棄物処理計画の早期作

70

◆光が丘地区の将来像について

練馬区議会自由民主党

進めよう、区民第一主義！

胸を張れる自治体を創りたい。 地域文化 ①開催日を２日に

企画 ②委託・民営化等に多

園の園名と実施時期を検討中。

10

くの意見。スポーツ施設充実
を明記。教育長 ③ 園中
20

残る 園の検討にも着手。

70

20

等は。③基金はどの様な方針

10

29
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実施。整備費補助も拡充に取

※ ペアレントメンター…発達障害児の子育て経験のある保護者等で、同じような子どもを持つ保護者等に対し、相談に応じたり有益な情報を提供したりするボランティア支援者。
※ペアレントトレーニング…発達障害の子どもを持つ保護者等が適切な子育てができるようにするトレーニング。

国の検討結果を踏まえ効果検

り組む。②都と協議を進める。

年度は

◆子どもの総合支援について

自治体の事例を参考に検討。

り入れ、ペアレントトレーニ

※

②ペアレントメンター等を取

※

けワンストップ総合窓口を。

問 ①学齢期以降の子ども向

問 ①重度障がい者グループ

医療介護の充実で
住みやすさ№１の練馬を

◆障がい者施策について

度訪問支援のモデル事業開始。 し利活用を検討。⑤今後、他

再就職講座で就労支援。

証。②高齢者基礎調査で実態

多い主要駅周辺や公共施設に

ックの設置を。④乗り換えの

問 ①高野台新病院整備や地

◆地域医療の充実について

リッシュキャンプの実施を。

教育の推進を図るためイング

場を設ける等支援。

へ働きかける。⑤情報交換の

迎えて区長の所見は。②都市

問 ①練馬区都市農業 年を

問 ①経常的予算の費用対効

◆ 平成 年度予算編成について

教育長 ①大学入試改革の趣
経緯と理由は。②新病院には

③今後、就労移行支援事業所

◆密集住宅市街地について

慢性期病床と外来通院対応を。 の早期設置求める。②

練馬版無料Ｗｉ Ｆｉ整備を。 把握。結果を踏まえ整備量を

農地保全に向けた国への要望
旨を過たず、基礎学力を定着

整備完了予定。③調査し、

域包括ケア病棟転換支援等の

果の検証と歳入歳出両面から
させるとともにさらなる学力

年度ガイドライン策定に向け

の誘致を進める。④来年度、

問 ①密集住宅市街地整備促

③大型総合病院に特色と強み

福祉事務所等の窓口にタブレ

進事業の状況は。②都の木造

を持たせた高度医療整備を。

区役所等４か所に設置予定。

取り組む。企画 ④

定める。③介護現場にシルバ

の状況は。③都市農家と飲食
向上を目指す。②聞く、話す

区長 ①病床数増加目指し対

ー人材センター会員の活用や

店が連携できる環境整備を。

育てることを新たな目標に設

拡大に向けた取り組み状況は。 に加え、読む、書くの関心を

住宅密集地域整備事業の対象

定。③他自治体を参考に研究。 応策を検討。地域医療 高齢
化に伴う医療ニーズ等に対応。

年度

の財政改革を。②行政改革組
④生産緑地法改正後に農園レ

副区長 ①計画策定を進め、
◆歩行喫煙について

急性期後の受け皿の役割。②

副区長 ①練馬駅ホームドア

織の中でアウトカム指標を活
ストランの整備を。⑤都市農
その実現に取り組む。②来年

問 ①東京オリンピック・パ

ット端末を導入。効果を検証

用してＰＤＣＡを回していく
家と障害者福祉作業所が連携

魅力ある練馬に向け、
農業と福祉の連携を

回復期リハビリテーション病

②総合体育館をとしまえんの
は要望を受け、生産緑地法改

が重要な責務。副区長 ②国

展させ次世代に引き継ぐこと

ク・パラリンピックを見据え

の所見は。②東京オリンピッ

を含めた教育改革に対する区

問 ①大学センター試験廃止

◆教育について

補地を選定し具体化を検討。

度、状況を調査して新たな候

究課題。

まえ対応を検討。③今後の研

り組む。②国が示す指針を踏

行喫煙や受動喫煙の対策に取

環境 ①国の動向を注視し歩

イクルを。

③駅前喫煙所の吸い殻もリサ

②蒸気たばこの取り扱いは。

や公共施設までの誘導用ブロ

クの設置を。③駅からバス停

②駅に内方線付き点状ブロッ

ちづくりについて

◆ユニバーサルデザインのま

急医療、周産期医療等を拡充。

気高齢者が活躍できる環境整

の高い待機者の把握を。③元

ホームの公有地活用と必要性

の各駅にホームドアの設置を。 認知症講座の検証を。②特養

問 ①練馬駅はじめ西武鉄道

備と区民ボランティアによる

ケアカフェの速やかな設置と

問 ①出張所跡地等に街かど

◆高齢者施策について

⑤精神障がい者にも心身障害

し、活用対象を広げるべき。

④音声同時通訳アプリを導入

い者在宅レスパイト事業の利

備の支援を。②重症心身障が

ホームに看護師等の配置と設

討。②他自治体の実施状況等

携強化し、窓口のあり方を検

わせた支援充実と就労促進を。 が連携し支援。今後さらに連

用向上を。③障がい特性に合

を調査研究し検討。③学校教

ター等が窓口となり、各機関

教育長 ①学校教育支援セン

シャルワーカー等と連携を。

業後も都立高校のユースソー

ングに活用を。③義務教育卒

中へ移転しては。
正に向け準備。さらに働きか
た都の英語教育全体の抜本的

こういち

企画 ①練馬城址公園整備計
ける。都市農業 ③直接交渉
充実方針等に対し、考え方の

西野

画に係る情報連絡会を立ち上
できる機会が増えるよう工
整理が必要。所見は。③英語

練馬区議会公明党

げた。区の要望が反映される
夫・検討。④国が設置を可能

生活に重圧。さらなる区財源

止地区を指定していく考えは。 床等予定。外来も検討。③救

ラリンピックを契機に喫煙禁

年

予算管理を。
し、ジャム、ドライフルーツ

改革ねりまをさらに進めるも
の。企画 費用対効果等の分
析を行い、必要に応じ見直す。
②より実効性の高い評価制度
を検討し予算編成に生かす。

たつお

よう都と調整を図る。②現在
とする方向で準備。さらに国

投入で負担軽減を。②減免制

高齢施策 ①国に見直しを求

なお、
「声の区議会だより」は、区議会ホームページでもお

聞きになれます。ぜひご利用ください。

29

※デイジー版…カセットテープに代わるデジタル録音図書の国際標準規格。

問い合わせ 区議会事務局調査係 ０３－５９８４－４７３６

向けた東京都との折衝状況は。 区長 ①農地と農業を守り発

踏まえ第７期高齢者保健福祉

ご希望の方は、区議会事務局調査係までお知らせ下さい。

等の加工食品づくりを。

地以外の移転可能性を検討。

◆保育園待機児解消について

度の周知・拡充を。③国の医
める考えはない。負担軽減策

計画・介護保険事業計画で定

を年 4 回発行し、希望する方に無料でお送りしています。

29

音した「声の区議会だより」と点訳した「点字版区議会だより」

問 ①練馬城址公園の整備に

◆都市農業振興について

名と計算。４月以

問 ①１次選考時点での待機

療制度改悪に反対を。

はすでに実施。②実態調査を
の公平性確保と医療費の適正

（CD-R）の 2 種類があります。

育支援センターが都のワーカ

◆区長の基本姿勢について
児を１千

区民 ①保険料軽減のための

化が保険者の責務。②国保の

「声の区議会だより」は、カセットテープ版とデイジー版

ーと連携し、切れ目なく支援。

問 ①区民に負担を強いるの
降の待機児解消の見通しは。

繰り入れは毎年度実施。負担

％ま

みではなく、認可保育所を軸

区内にお住まいの目の不自由な方を対象に、本紙の内容を録

副区長 ① 年度２か所開設。 福祉 ① 年度人件費補助を

ではなく、花火フェスタ等を
②さらなる保育士の処遇改善

算編成を。②
として、就学前人口の

分１便運行

を密にしバス路線の状況を注

発行しています

「声の区議会だより」と
「点字版区議会だより」を

高齢者訪問の仕組みづくりを。 者福祉手当の給付を。

見直し、区民の苦しみや子ど
支援を都に求めよ。③詰め込

の平均賃金が 万円減少し、

②みどりバスの

バス事業者への支援をせよ。

問 ①空白地域改善に向け、

について

◆公共交通空白地域改善計画

中間層の疲弊が深刻。貧困層

拓

める。③今後も働きかける。

公約守り１千 名の
保育園待機児解消を
日本共産党練馬区議団

島田

しおり等で周知。減免拡充を

策の基本に。③住宅リフォー
ム助成制度やゼロ金利融資、
プレミアム付き商品券等実績

区長 ①区民の苦しみを考え

のある施策を実施せよ。

視。②増便等には区の費用負

リアアップ補助事業等を創設。 問 ①国の制度改定に反対し、 副区長 ①引き続き情報交換

努める。②都は保育士等キャ

区独自で保険料・利用料の負

担、事業者の体制等の勘案の

の実現を。③利用者に配慮し

企画 来年度予算も子ども・

賃金台帳等で給与の引き上げ

必要。③新たな計画で大江戸

区単独で行うことは困難。③

こども ①流動的な要素があ

高齢者等の分野で新規事業を

担軽減を。②特養ホームの待

線延伸による新駅を起点とし

ていない等の指摘は何を根拠

数多く予算化。②経済政策は

況等を踏まえ適切に取り組む。 機者解消に向け、目標をもっ

も確認。③本年４月の入園状

て増設を。③介護職の処遇改

ながら駅を起点に空白地域を

国が総合的に進めるべき。③

善等の支援とともに、介護報

循環する路線に見直しを。

プレミアム付き商品券等は、

問 ①平均の値上げ幅はここ

◆国民健康保険について

改悪との指摘はあたらない。

現在の経済状況で実施する必

た路線バスの再編等も検討。

◆介護保険について

要はない。住宅リフォーム助

酬の引き上げを国に求めよ。

としているのか理解できない。 り引き続き待機児数の把握に

30
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―

も、高齢者の実態に即した予

◆としまえんの今後について

石黒

区長 ①平成 年度予算案は

70

で保育園を増やす目標を。
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●

十分配慮しながら発行。起債

企画 ①起債は後年度負担に

成年後見制度の適用問題があ

ている。区でも窓口の対応や

の傲慢な事件が各地で多発し

問 福祉事務所をめぐる職員

問 開業医は医療政策の恩恵

◆医療政策遅れ具体性なし

ており問題ないと都は回答。

再就職は基準に基づき実施し

定するのは人事当局。区長の

始。子どもの利益に十分配慮。 問 ①前川区政が始まり３年

億円増えたが、基金

◆福祉行政における問題点

が経過。一定の結論を出すべ

残高は

高齢な区民が理解できない。

き時期。特別区債現在高が毎

◆区政の問題点について

で離婚前の相談に対応。都等

をどのように行っているのか。 ②新設のひとり親家庭支援係

が気になった時の医師の紹介

と連携する等支援体制を強化。 年増加しているが具体的説明

庭自立応援プロジェクトを開

緊急速報メール等を整備。

区長 ①地域包括ケアシステ

③退院準備の支援や、物忘れ

問 ①これまでの取り組みの
◆区政における人工知能活用
ムの早期確立目指す。副区長

音声応答サービスや携帯への

評価は。②職員として担うべ

問 人工知能型教材の開発な

について

◆委託化・民営化について

区政改革 ①区民雇用の創出

き役割について所見は。

や地域団体、区民と協働して

げた。②政策の企画立案能力

や地域の活性化等の成果を上

策定に向けどう対処するのか。 療・介護連携推進員を配置し、 が、野球場および庭球場利用

に関し、新たな情報化戦略の

が進んでいる。人工知能活用

どあらゆる分野で幅広い活用
③高齢者相談センターに医

に事例検討会や研修等を実施。 問 ①医療環境の整備につな

②在宅療養推進協議会ですで
がるため活用はやむを得ない

◆高野台運動場について

的に確立、運営されている政

によるイメージ区政は、具体

なり」等のキャッチフレーズ

を求める。②「行政とは改革

を示し、具体的な取り組みを

ついて総合的・体系的に施策

は区政が直面する重要課題に

には及ばない。②③ビジョン

現在高は

務の執行。成年後見制度の適

福祉 窓口の対応は正当な職

使用は許されない。

る。弱者に対する横暴な権力

きる医療を大切にすべき。

に接し、治療を行うことがで

る高齢者医療等、患者と身近

を受けていない。開業医によ

②スポーツ施設の適正とは言

ョン」戦略計画等、区民が理

③「みどりの風吹くまちビジ

土屋

も医療施策に力を入れている

にわたり実施。全国でも、最

事業等、開業医との連携があ

って初めてできる事業を多岐

オンブズマン練馬

前川区長・特定企業、
２年間天下り禁止違反

地域医療 医療・介護の連携

まちづくりを進めるコーディ

えない利用状況を耳にする。

解に苦しむキヤッチフレーズ

むことのできる環境の充実を。 かなる行政・政策を行うのか。

予約システムについて早急に

自治体と認識。

藤井

医療・介護の連携で
地域包括ケアの実現を
練馬区議会民進党・無所属クラブ

としひろ

策がほとんど見られない。い

ネート力が求められる。
◆災害時の情報通信について

問 ①さまざまな情報システ
ムが存在することの広報・周
知に関して現状と問題点は。

◆光四中廃校問題について

◆区長の基本姿勢について

活用を検討。③防災無線自動

イスブックを活用。さらなる

ラ豪雨時にツイッターやフェ

制整備が課題。②台風やゲリ

正確な情報を迅速に伝える体

多様な手段を最大限活用し、

危機管理 ①区報等で周知。

規模校の教育環境を悪いとす

反する。誤り認めよ。③過小

中の閉校は文科省手引きにも

の協力体制が重要。所見は。

会との在宅医療や訪問診療等

求められる。所見は。②医師

医療と介護の一体的な提供が

の最期を迎えられるよう在宅

問 ①住み慣れた地域で人生

◆医療・介護の連携について

区長 ①②高齢者等の福祉は

アハウス民営化による採算性

福祉 ①４月からひとり親家

もの支援体制を強化。所見は。

熊谷市は離婚前後からの子ど

が大切。所見は。②明石市や

子どもの擁護を第一とするの

くりに取り組む。

公平で利用しやすい仕組みづ

ナ外国語による表現ばかりで

当か。④区報の紙面もカタカ

問 ①ひとり親の自立支援も、 している。今後改めて調査し、 ビジョン」等と呼ぶことが適

いて

支援を。④計画相談支援事業

民間が先頭で取り組んできた。 国へ報酬引き上げを求め追加

の課題は。

所の赤字対策実施を。⑤精神

②説明会８回開催し考え方等

の支援等でサービス水準と安

で学び成長できるよう進める。 スの向上。民営化後も財政等

手当の支給を。

障がい者に医療費助成と福祉

導の選択肢が狭まる等制約生

えていない。③学習面等で指

高齢施策 ④都事業を参考に

ーズに応える保育を推進。

私立園とも高評価。多様なニ

③委託園、区内過半数占める

問 ①新低空飛行ルートの影

◆羽田空港の機能強化について

の独自制度は考えていない。

億円を支払った取

④一般化していない外来語の

指摘は当たらない。区長室

副区長 土地売買等に一切関

この件の事実関係は。

疑われる東京ガスへ天下り。

り引き相手であり利益供与が

の指摘は当たらない。

方を示した。説明等が不足と

８回開催し、適正配置の考え

ては、保護者等に説明会を計

教育振興 対応方針案につい

話し合いを行う対策が必要だ。

使用は避けている。わかりに

与していない。再就職先を決

取り組みを着実に進めている。 都負担の

くいカタカナ語を使用してい

信

会派構成員の変更に伴い、平成
年２月６日付けで、議会運営委
員会の委員数が定員 名（欠員３
名）に変更となるとともに、高松
さとし委員が辞任しました。

○委員数の変更

むらまつ一希議員とおじま紘平
議 員 は 、平 成 年 ２ 月 ６ 日 付 け
で、「都民ファーストの会練馬区
議団」を結成しました。
高松さとし議員は、平成 年２
月６日付けで、「大改革自民」を
結成しました。

○会派の結成

「練馬区議会自由民主党・無所
属」は、平成 年２月６日付けで、
会派の名称を変更しました。
〈新名称〉
「練馬区議会自由民主党」

○会派名称の変更

短

る事実はない。

定例会の開催予定
次回の定例会は、
６月９日（金）から
開催する予定です。
どなたでも傍聴できます。
お気軽にお越しください。

傍聴受付

聴覚に障害のある方で、
手話通訳をご希望の方は、
事前にお申し出ください。

※本会議、各委員会の開催日時
等の詳細は、電話等でお問い
合わせいただくか、ホームペ
ージでご確認ください。

西庁舎５階の議会事務局

＊ 委員会

西庁舎９階の傍聴席入口

＊ 本会議

の戦略計画として定めたも

用は法律に基づいた適切な行
の羅列ばかり。農地の減少が

為と認識。
激しく、コンクリートのマン

の。その実現に向けた工程を

地域文化 ①②施設に応じて

実態の解明を進めるべき。

◆前川区長による不正事件

一人ひとりの状況に応じ切れ

示す３か年の実施計画として

問 ①横田基地の機能強化と

区政改革 民営化の目的は事

目のない医療・介護を提供。

アクションプランを策定し、

企画 データ利活用の基盤整

ション、ビルが乱立し続ける

オスプレイの配備中止を求め
る根拠は。④少人数教育こそ

業者の創意工夫によるサービ

備と人口知能等先端技術の調

練馬を「みどりの風吹くまち

②情報伝達の迅速性を高める
ＳＮＳ活用の取り組みは。③

利用回数や申込の制限等を設

よ。②国の辺野古新基地建設

教育振興 ①良好な教育環境

推進を。

は意見を言う立場にない。

福祉 ①障害者福祉充実のた

一般質問（要旨）

総務 ①②国防上の課題。区

の強行に対する見解は。

◆公共施設等総合管理計画都

全 性 ・ 継 続 性 確 保 。こ ど も

まえ協議し検討。③さらなる

認識。②事業者等の状況を踏

め重要な役割を担ってきたと

示した。手引きに抵触とは考

障がい者の地域生活を支える
体制の強化を

補助の考えはない。④報酬額

難は道路整備見直しで対応を。

じる。④過小規模校の問題は

独自制度を創設し民営化検討。 の開催を国に求めよ。②新低

849

29

29

29

市インフラ編について

問 ①震災対策は都市計画道
号線は向山側の

路の整備優先でなく耐震化等
で。②補助
高低差も課題、防災公園に資

技監 ①整備の遅れで区民の

少人数教育では解消しない。

空飛行ルートの再検討・撤回

を加算する考えはない。⑤区

生命等を危険にさらしてはな

◆委託・民営化について

を国に求めよ。

辰哉

らず整備は不可欠。②地形等

問 ①福祉作業所の役割への

◆障がい者施策について

環境 ①騒音等の影響等の周

やくし

調査し構造等詳細に検討。③

問 ①なぜ最適な手法が民営

認識は。②移転する福祉作業

日本共産党練馬区議団

政圧迫との指摘はあたらない。 化なのか。②福祉施設や図書

道路整備費は全体の１％。財

館の委託・民営化はやめよ。

所へ事業継続のための支援を。 知強化を要請。②区民の安全

問 不登校・いじめ等、保護
問 都職員の再就職規定違反。 者や生徒との対話説明が不足。

け、公平に利用できるように

とものり

者が、スポーツ活動にいそし

億円の増加。懸念

16

115

情報弱者に対する取り組みは。 査・研究に積極的に取り組む。 ◆離婚と子どもへの擁護につ

18
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する構造となるのか。③財政

◆学校統廃合について

③保育園の委託・民営化は保

③福祉事業所の運営は不安定。 と環境保全に必要な要請行う。

17

響の公表と教室型での説明会

問 ①教育は財政論より米百

育の質下がる。撤回を。④ケ

29

133

俵の精神で力尽くせ。②光四

平成つつじ公園のつつじ

4
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平成29年第一回定例会の一般質問は、2月9日・10日・13日の3日間、10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。

