清掃一組…東京二十三区清掃一部事務組合の略。
ＨＥＭＳ（ヘムス）…Ｈｏｍｅ Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ（ホーム・エネルギー・マネージメント・システム）の略。家庭で使う
エネルギーを節約するための管理システム。

調機設置について
議論について思うことは。

は。②反対ありきの方々との

の集め方と予算への反映方法

問 ①予算編成で、区民の声

体の回遊性が向上し、安全で

効果を丁寧に説明。③まち全

者等に事業の仕組みや意義・

進捗にあわせ事業化。②権利

の魅力を発信。③補助制度を

パネル展示を活用し都市農業

せ取り組む。②観光農園等の

農業者や商店会とも力を合わ

会の設定を要望。④練馬清掃

工場の煙突解体時、現場見学

ージで紹介を。③光が丘清掃

ため、料理レシピをホームペ

都市農業 ①西武鉄道と協議。 取り組みは。②生ごみ減量の

問 ①方向性を決める時期。

工場の夏休みの小中学生、親

の区間は沿道のまちづくりの

量拡大を図るべき。いかがか。 問 ①みどりの基本計画改定
所見は。②２階以上に設置の

創設。都の補助制度も紹介。

子見学会を増やすことを要望。

関係団体と連携し検討進める。 ◆区長の基本姿勢について

の基本的な考え方と取り組み

賑わいのある環境が実現。

④支援のあり方を検討。⑤企

◆区立小中学校体育館への空

教育長 学校・地域連携事業

◆農業振興について

業実習奨励金等の活用を検討。 環境 ①３Ｒ推進月間行事で

始できるよう準備を進める。

ンの対象分野は。
活用で充実を支援。検討する。 は。②公共施設での倒木の危

区長 ①多数の区民との生活
体育館は早急に改築を。
教育長 ①さらに検討進める。 実感に基づく率直な意見交換

問 ①西武グリーンマルシェ

◆みどり施策について

区長 子 ど も 、高 齢 者 、福 祉
険性の高い樹木数と植え替え

等の積み重ねが、予算という

問 メニュー拡大と校長の裁

・医 療 、産 業 、文 化・ス ポ ー
◆地域医療について
対応は。③寄贈された紅しだ
②改築順位を早める等配慮。

◆特色ある学校づくりについて

ツ等が対象分野。

問 ①都保健医療計画の検討
れ桜の苗木を植樹する場所と

問 暮らしのグランドデザイ

◆区政改革について
状況は。②高野台運動場用地

学生の見学会開催。スケルト

の実施を準備。②写真を添え

ン清掃車の実演等内容も充実。

掃一組に要望。④７月に小中

る等分かりやすく掲載。③清

※３

石神井公園駅周辺の
まちづくりを実現へ！

※２

問 ①新たな委託民営化方針

◆区立小中学校の樹木について

な議論をお願いしたい。

の今後の開催時、地元商店の

◆石神井公園駅周辺のまちづ

形で結実。②具体的で建設的

問 開館へのスケジュールと

◆豊玉地域集会所開設について

施設利用範囲は。

問 ①駅周辺で事業中の都市

くりについて

時期は。

潤いのある、
ふるさと練馬のまちづくりを
地域文化 ８月１日利用開始

を活用した病院整備の今後の

企画 ①今後、具体的な条件

事業見直し予定は。
整理等を施設ごとに検討。②
人的・財政的関与のあり方等

ネの進め方と課題は。②今後、

問 ①家庭部門における省エ

◆地球温暖化対策について

問 ①老朽化、空洞化した樹

きよたか

木への対応の周知や、伐採し

西山

出店と商店街への広がりを要

家庭の電気使用量の新たな

練馬区議会自由民主党

望。所見は。②農業全体を発

「見える化」を進める予定は。

計画道路の進捗状況と未整備

問 早急に除却し跡地整備を。 道路についての今後の進め方
企画 今後建物は除去し、当
は。②駅南口西地域の再開発

た樹木の活用は。②樹木伐採

◆旧情報公開室について

副区長 ①みどりを区民と共

後のみどりの更新と対応は。

みつぐ

に守り増やし未来へつなぐこ

信する場として、マルシェの

小林

副区長 ①部会で区の病床確

スケジュールは。

活用を提案。所見は。③果樹

練馬区議会自由民主党

問 ①改訂の背景と方向性の

◆新学習指導要領について

面はオープンスペースとする。 事業の進め方は。③まちの将
来像に関する区の考えは。

本。

環境 ①家電製品の保有台数

地域のシンボルとなる樹木選

増が排出量削減の課題。省エ

◆重層長屋について

とを基本とする。②約

教育長 ①各校で学校だより

病床配分のあり方等の検討を

や看板等で周知。学校の意向

実施状況は。③外国語教育の

あるファームの開設農業者へ

定し速やかに更新。③本年

民の主体的取り組みを推進。

のサポートを。④果物のジュ

月頃平成つつじ公園を予定。

状況に応じて植栽を進める。

③回遊性の向上と体験型プロ

施。国内外へ情報発信する。

成、耕作の様子や農業体験の

の動向注視し検討。④動画作

に要望。都市農業 ③国や都

整備を進める。④「相互理解

盲導犬訓練の場に提供。環境

型体験教室を開催。③庁舎を

※４

極的に支援を。⑤知的障害者

②ＨＥＭＳ（ヘムス）等の普

グラムの充実等に努める。④

マップ提供を庁内に周知。

のための小冊子」の内容を工

◆みどり施策について

映像をホームページで紹介。

充実に努める。⑥誰もが気軽

問 ①視覚障がい者の移動支

に参加し、楽しめるよう工夫。 ◆障がい者の安全対策について

まちの魅力が高まるよう連携
参画促進を。

◆都市農業について

◆若者の施策参画について

こども 子どもの意見を区政

都と連携し取り組み進める。
に反映する取り組みの充実図

を深める。⑤今後も連携深め、 ⑤招聘都市との調整やＰＲ等、 夫。⑤区立施設での紙媒体の
例も参考に検討。③早期療育

援は通勤も対象に。②小学生

都市農業を守り、
魅力ある文化都市練馬へ！
国内外に情報発信を。③アニ

の貸借を都・国に強く要望を。 室の拡充を。③区民の盲導犬

する区の考えは。②生産緑地

区域単位に防犯カメラ設置を。

差への支援を。③中学校通学

への理解深め使用者の環境整

問 ①就学援助の入学開始年

◆教育について

業者との協働の仕組みを検討。

計画改定で検討。③区民や事

追加を検討。②みどりの基本

環境 ①追跡調査し観測か所

地の整備は民間活力を生かせ。

じたみどり施策を。③市民緑

的実施を。②地域の特性に応

問 ①緑視率実態調査の本格
と長時間の療育を提供し保護

問 ①生産緑地法の改正に対

問 若者の施策形成過程への

※１

及にあわせて区民に情報提供。

問 建築規制等の見直しを。
副区長 ①補助 号線の、駅
副区長 都と特別区で検討中。 前広場より東側は今年度末整

進めるとのこと。②今年度末

◆重層長屋について

結果を踏まえ適切に対応。

◆清掃リサイクル事業について

ネ機器導入への補助等で、区

等実行。抜本的対策を国に求

範囲で更新検討。教育長

◆骨髄ドナー助成について

が作物を育て収入を得、土に

を踏まえた活用に努める。②

関係団体等と検討中。今後も

む決意は。
めながら全力で取り組む。

練馬こども園の拡大図る等。

触れる取り組みを進めるべき。 問 ①フードドライブ事業の

ースの加工場等の設置には積

童保育施設の誘致数は。

連携した取り組みを進める。

区長 区民がここに練馬区あ

問 重層長屋の安全のため都 育ができる体制に。
福祉 ①調査等の結果をさら
副区長 都と特別区で検討中。 なる整備に反映。②他区の事

りたい。
④交通至便で安全に送迎でき

いて

者を支援。送迎は検討進める。 り行政参加進める。選挙管理
若者の投票率向上に努める。

問 骨髄ドナー助成制度を早

◆食品ロス削減について

問 ①文化プログラムへの考

◆文化芸術振興策について

※１

問 ①フードドライブ事業を

メカーニバルのさらなる充実

③生産緑地内に農家レストラ

民男
③子ども食堂等への食品寄付

と工夫を。④東映アニメーシ

うすい
で食品循環の仕組みを。④国

ョンと協働した街づくりを。

練馬区議会公明党

が策定した留意事項を周知徹

ンター等に常設窓口の設置を。 え方は。②練馬薪能を継続し
急に開始すべき。

底すべき。⑤食品ロスの削減

静夫
副区長 今年度早い時期に開

斉藤

合管理計画に基づき実施。⑥

始できるよう準備を進める。

練馬区議会公明党

推進すべき。②リサイクルセ

る拠点整備。⑤公共施設等総

るものに。②「暮らし」は潤
いあるものに。③「区民参加
と協働」はわかりやすく。

副区長 ①夢のあるまちづく
う取り組む。②生活を支え潤

毎年度複数設置に取り組む。

齢者等に「あんしんおでかけ

討。③表現方法に工夫を図る。 ◆空き家の活用について

マップ」の印刷サービスを。

度前支給等は生活厳しい準要

ＳＮＳ等でさらに発信を。⑤

保護世帯も対象に。②読書格
がい者、高齢者等が本物の文

教育長 ①課題を整理し検討。

備を。④店舗等での障がい者

化芸術に触れる機会の推進を。 世界都市農業サミットの成功

②各校での読書機会増を推進。

への接客対応の啓発を。⑤高
の実施を準備。②③今年度の

福祉 ①生活状況等に応じた

ン等を設置希望の農家に補助

事業検証し効果的な回収と活

適切な支援を検討。②保護者

を。④区の都市農業の魅力を
グループホームのさらなる増

区長 ①一歩前進。さらなる

化芸術振興を。⑥子ども、障
設を。②障がいの特性に合っ

用を検討。④各種行事等で啓

※２

援協議会を設置し、関係団体

た施設整備を。③児童発達支

のため都と連携を。

環境 ①３Ｒ推進月間行事で
等との協働で推進すべき。

援事業所は親の就労に対応し、 発に努め、関係団体に協力依

区長 ①練馬ならではの都市

に向けたシンポジウム開催を。 ⑤区内大学との協働連携で文

②臨時職員の任用期間の見直

環境 ①国や都の動向を見て

文化の実現を目指す。副区長

問 ①高齢化踏まえ障がい者

しを。③小規模保育所等の卒

検討。②都の協議会に参加し

③都の動向を注視し検討。

周年記念公演を実

も参加可能なワークショップ

◆障がい者施策について

園児童の対応は。④区立幼稚

障がい児の送迎と長時間の療

70

◆待機児童対策について

園のバス送迎体制は。⑤改修

情報交換。内容踏まえ不動産

頼等。⑤今年度の開催を検討。 ②今年は

・改築は計画的に。⑥民間学

改正が必要。②強く関係省庁

問 ①低所得者向け住宅等に
問 ①待機児童ゼロの決意は。 空き家の利活用を。②居住支

ユニバーサルデザイン体験教

いをもたらす分野について検

りを進める道しるべとなるよ

待機児解消と
高齢者障がい者に優しいまちを

問 ①「都市」は希望を抱け

③

◆グランドデザイン構想につ

や関係機関との連携を。

副区長 ②任用終了後６月の

一般質問（要旨）

検討結果を踏まえ適切に対応。 備完了予定等。富士街道まで

までに事業者を選定予定。平

捉え方は。②各校の道徳授業
保に向けた要望を紹介。都も

を検討し見直し方針を策定。

予定。豊玉・中村地域中心。

の検討状況は。②外郭団体の

◆グランドデザインについて

※4 ※3

◆ラグビーワールドカップ日

教育長 ①これからの時代に
年度の開設を目指す。
本大会について

◆区長の所信について

区長 ① 人以上の定員拡大

問 開催に向けた取り組みを。
地域文化 イベント開催等、

問 区長の区政改革に取り組

③研修会を実施。教員を育成。 副区長 今年度早い時期に開

11

りと胸を張れる自治体をつく

700

232

100

実施に向けた準備は。
成
◆骨髄移植ドナーについて

求められる資質・能力を育む
意図と捉える。②平成 年度

33

から先行実施。充実に努める。 問 速やかな支援を。

28

フードドライブ…家庭で余った食品を学校や職場等に持ち寄り、地域の福祉団体やフードバンク等に寄付する活動。
３Ｒ…Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース、発生抑制）・Ｒｅｕｓｅ（リユース、再使用）・Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル、再生利用）の略。
※2 ※１
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に感じ、今後の課題に対しど

れまでの取り組みをどのよう

問 ①区長は３年１か月のこ

◆区長の基本姿勢について

の特性を知り家屋の状況を把

め、区民が、住んでいる土地

問 ①想定外の地震対策のた

◆防災対策について

戸数に対し耐震化率は

％。

④昨年度５か所で開催。全住

載し周知。②内容を確認し情

援に努める。②ジュニアビッ

耐震基準の住宅は５万４千戸。 画の充実と自主的な活動の支

報提供のあり方を検討。③旧

グバンドは練習場所や楽器の

参加型イベントの実施等。企

地域文化 ①芸術鑑賞事業や

票を移していない大学生等に

会のさらなる連携を。③住民

②選挙管理委員会と教育委員

問 ①主権者教育の現状は。

◆選挙啓発について

②駅前交通広場は早期整備が

道路整備の取り組み状況は。

問 ①上石神井駅周辺の南北

業と沿線まちづくりについて

◆西武新宿線連続立体交差事

生命、財産を守る上で引き続

②テロなどの脅威に対し区は
さマップ」公開に合わせ、世

は。②国の新たな「揺れやす
ンケートを実施。ニーズを踏

無料簡易診断制度の紹介やア

問 近隣区と連携して共同で

の見直しを。⑤区長の任期に

持ち楽しめる企画の充実図る。 すさ・利便性は重要。投票区

確保等が課題。まずは興味を

合わせて区議会を自主解散し、 携は。④東京芸術大学石神井

対する対策は。④投票のしや

し検討を。③隣接区市との連

線や、通学路の動線等に配慮

必要。商店街への歩行者の動

区長選・区議選の同時実施に

◆ 自治体間の施策連携について

より投票率の低下を防ぎ、選

まえ耐震改修促進に努める。
サービスや事業を考えること

策をしても汚染をなくせない

守るため、

億円を使って対

問 区民の食の安全・安心を

◆築地市場の豊洲移転について

備だけでは解決できない。

合的な対策が必要。保育所整

育ニーズに応えるためには総

ミスマッチ。④さまざまな保

生要因は、地域による需給の

当たらない。③待機児童の発

のではない。③一般会計から

の保障等の原則と対立するも

が区の責務。②最低限の生活

れ以外の区民との公平性確保

区民 ①国保加入の区民とそ

べき。

らせ、ともに声をあげていく

は考えていない。入学準備金

教育振興 支給額引き上げ等

区も実施すべき。

他の自治体も実施している。

やされたい。③かまどベンチ

②防災機能を持った公園を増

の引き上げや入学前支給等は、 ◆災害対策について

進める。③都庁等の区外観光

し災害対応できる関係作りを。 開始し段階的に拡大。②検討

問 ①平時より自衛隊と連携

スポットで配布。さらに効果

産業経済 ①大泉学園駅北口

馬観光大使を設置し任命を。

月から運用

ざまな事業と調整を図り地域

総務 ①公共工事設計労務単

価改定への迅速な対応等を実

札の一層の拡充等を図る。

の見直しや、総合評価方式入

※６

の発展に資するよう取り組む。 施。② ・６％。③発注基準

問 ①農地保全等のため生産

問 ①今年４月の待機児童数

◆保育所待機児童対策について

◆都市農業について

緑地の貸借制度や相続税等の

に対する区の認識は。②区立

改正は不可欠。対応について

の考えは。②農地買い取りの

ため財源確保の方策の検討を。 幼稚園活用の３歳児１年保育

区長 ①地域的な需給のミス

と私立幼稚園との共存は。

マッチ。根本は供給が新たな

需要を掘り起こしたものと考

の次年度の入園決定後に募集。

える。教育長 ②私立幼稚園

影響はほとんどないと考える。

よしゆき

区長 ①さらなる農地制度や

田中

税制度改正が必要。さらに強

問 ①美術館改修の検討状況

副区長 ①展示室の拡大は、

は。②美術館長の選任状況は。

◆区立美術館について

の買い取り制度活用も視野。

②国に支援策を強く要請。都

◆入札契約制度について

る区の対策は。②区の工事案

問 ①担い手３法改正に対す

討。②文化振興協会とも連携

と判断。館長交代を機に再検

既存建物前提では限界がある

※５

件の平均落札率は。③入札契

用。③昨年、講演会を開催し

紹介。健康管理アプリ等も活

馬区健康手帳で分かりやすく

への対応等情報を発信。②練

健康 ①疾病予防や体調不良

◆学校の安全安心対策について

支援のあり方等を検討。

修受講等の負担軽減のため、

今後、対象拡大を検討。⑤研

職員研修にも力を入れる。④

配慮。③今年度講演会を実施。

約制度の改善に向けた検討は。 し候補者を選定している。

大変好評。本年も開催。④効

覚的に注意喚起をする路面表

果を十分検討する必要がある。 問 ①通学路危険個所に、視

活用し、歩道整備等の実施を。

◆成年後見制度について

等４か所で今年

く 関 係 省 庁 に 要 望 。副 区 長

練馬区議会自由民主党

同時選挙で
投票率の低下防止と経費削減を！

企画 ⑤地域防災計画に基づ
が有効。考えと取り組みは。

挙 体験教室等を実 施。約 ２ 千

億円の削減を。

選挙管理 ①小中学 校 等で選

っている。今後も区民サービ

挙費用約

田谷区のような独自サイトを

敏幸

企画 必要に応じ他区との施

作るべき。所見は。③建築物

浅沼

ジュニアビックバンドの創設を！
練馬 区 議 会 民 進 党 ・ 無 所 属 ク ラ ブ

策連携や施設の相互利用を行

き毅然とした態度で臨むこと
馬区国民保護計画」に内容が
示された、テロや海外からの
武力衝突に対する警察等関係
機関と連携した訓練の実施を。

区長 ①区独自の政策と改革

寮跡地の公園整備、石神井川

河川改修事業等、西武新宿線

人が参加。②引き続き教育
機関等と連携して取り組む。

き予算流用や基金等活用で対

ス向上や効率化につながるも

応。計画的に基金を積み立て。 のは取り組みを検討する。

沿線エリアのポテンシャルを

の耐震対策は重要。耐震性に

最大限引き出せるように積極

問題のある家屋数は把握して

③区内３大学に依頼し案内チ

に取り組み、新しい区政の創

ラシを配布。④利便性に配慮

造に手応え。区独立 周年を

問 財源の偏在是正に責任持

いるか。④
「耐震改修相談会」

◆ふるさと納税について

の様子、これまでの改修率、

◆子どもや青少年を対象とし

新たなスタートとし、さらに
た文化芸術振興について

前に進みたい。副区長 ②北

技監 ①外環の２の用地測量

的な取り組みを。

行いつつ、早期事業化に向け

策定を進める。③情報交換を

管理者等と協議し整備計画の

した投票区の設定に努める。

今後の取り組みは。⑤品川区
今後の展開は。②ジュニアビ

⑤経費削減効果はあるが、投

は「災害復旧特別会計」を新
ックバンドの創設等、子ども

企画 引き続き地方の税源偏

朝鮮のミサイル発射には区と
設したが、区は財政上どのよ

ち対応するよう国に要望を。

して抗議。強い危機感を持ち
うな対策を考えているか。
や青少年が参加できる企画の

問 ①子どもや青少年に向け

冷静かつ的確に対応。③練馬

充実を。所見は。

た文化芸術振興の取り組みと

警察署等のテロ対応訓練に区

危機管理 ①都公表の地域危

票率への影響は定かではない。 完了に向け取り組む。②交通

職員が参加。今後も関係機関

豊洲への移転は中止し、築地

の繰り入れについて、都は被

馬区」の配布場所の拡大、Ｗ

での再整備を都に求めよ。
◆国民健康保険について

的な情報発信を検討。④他自

示を。②区有地等の公有地を
を活用した炊出し訓練の推進

問 ①今後の利用促進への取
の入学年度開始前支給は課題

整理しながら改善に向け検討。 を。④災害廃棄物の分別方法

③小学校の学童擁護員の増員

した改善で事故を未然に防ぐ

を。④利用促進を図るため、

③制度のさらなる周知・啓発

人の利用条件の緩和を要望。

り組みは。②社会貢献型後見

協議し、状況に応じ増員図る。

時期等を捉え検討。③学校と

次第対応。②区立施設の改修

教育長 ①警察と協議が整い

トイレの洋式化を。

取り組みを。⑤前倒しで学校

成年後見人を付ける場合の一

④昨年度から順次改修。早急

人の養成人数を増やされたい。 に進める。年２回点検で安全

部助成を。⑤社会貢献型後見

はるお

を。④防火シャッターの率先

の公平性確保」としているが、 保険者の負担が急増しないよ

り、区は意見する立場にない。 問 ①区の責任は「区民負担

問 ①待機児対策に逆行する

◆保育所待機児解消について

た 人とすべき。③整備目標

治体の実績等を調査・研究。
について

※７

宮崎

アニメ産業を生かし、
練馬ならではの観光を
訓練重ね連携強化。危機管理

区長 ①首都直下地震に備え、
問 公共施設等総合管理計画

②地域の自主的運用管理の意

や仮置き場など早期に検討を。

では、都市計画道路の整備費

向みて検討。③訓練内容の周

◆大型道路整備による財政へ

は実態よりもはるかに安く示

知や資材提供等の支援を行う。 ◆健康寿命の延伸の取り組み

の影響について

う検討。④差し押さえ等は必

円を超える予算が使われる。

し未病改善情報の発信を。②

不要不急の道路整備は見直せ。 処理計画の策定にあたり検討。 問 ①健康管理アプリを活用

要な措置であり、適切に実施。 されており、実際には２千億

◆観光施策について

ンの周知を。③心のスキルア

厚生労働省推進のプラス・テ

豊洲移転やめ、
築地再整備を都に求めよ！
どのような基準で公平性を確

保険料等の減額・免除制度は

問 ①観光スポットとなる場

人では

委託化やめ、区立直営園を増

保しているのか。②生活費非

所 へ 区 の 無 料 Ｗ ｉ ―Ｆ ｉ 設 置

なく、保育所等に入れなかっ
を抜本的に引き上げよ。④就

課税と応能負担の原則に公平

億

が役割に応じ整備。区の経費

知。⑤ホームページ等で周知。 企画 都市計画道路は都と区

「国保のしおり」等で広く周

は計画で示したとおり約

練馬区議会公明党

学前まで一貫した保育所こそ

性が優先するのか。③国保広

特別区長会を通じ要望。

豊

必要である。方針転換せよ。

域化後もさらなる一般財源繰

◆就学援助の拡充について

有馬

区長 ①先頭を切って保育サ

り入れで負担軽減を。④徴収

対策に万全を期す。⑤今年度

分多く活動すること。
10
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ービスの充実を実現してきた

強化でなく、徴収緩和措置を

１系統は全区立小中学校で完

円と推計。道路整備経費が財

副区長 ①国等の動向踏まえ

問 準要保護世帯は、支給額

運用等検討し実施。②後見人

等で要保護世帯と大きな差を

ップトレーニングを活用し講

積極的に活用せよ。⑤国保財

習会等の開催を。④日本健康

政が厳しい原因は、国庫負担

プラス・テン…今より１日

子「アニメイチバンのまち練

を。②練馬区観光情報サイト

託を実施。直営園増設の考え

計画を見直す考えはない。

政を圧迫している実態はなく、 の多言語化対応を。③ＰＲ冊

はない。②国の基準に基づき

つけられている。入学準備金

3

了。２系統目以降も取り組む。

の引き下げ。区民に実態を知

④今年度、練馬区災害廃棄物

今後おおむね 年で 園の委

の は 民 間 の 保 育 所 。こ ど も

やせ。②待機児数は

ＥＢ版の作成を。④新たに練

総務 都政の大きな課題であ

一般質問（要旨）

在の是正を強く主張していく。

と連携し訓練のあり方を検討。 険度を「防災の手引き」に掲

2

マスター検定受講料の助成を。 に過度の負担が生じないよう

算出したものであり、指摘は

500

た働きかけを強める。④さま

担い手 法…建設工事の品質確保と担い手確保を目的として改正された 法（公共工事品質確保促進法、建設業法、公共工事入札契約適正化法）のこと。
総合評価方式入札…価格や地域貢献度などを総合的に評価して落札事業者を決定する入札方式。

のような思いで取り組むのか。 握するよう啓発が重要。所見

3

が必要だがいかがか。③「練

85
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※6※5
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問 ① 年度には待機児童ゼ

◆待機児童対策について

ロ作戦として１千人の定員拡

正な判断が下されるものと確

認識。指摘は全くの誤り。公

する傾向は是認してよいのか。 活用した方が効果的な分野は

信している。②適切な行為と

底して果たし、民間の知恵等

民間と力を合わせることを原

とする、自らの行政を無用と

問 ①常にトップクラスの特

企画 ① 年後の財政環境の

◆区行政の問題点について

携した充実策を検討し、財源
別区財政調整交付金（以下、

を踏まえ、区民や事業者と連

の可搬ポンプ積載車の早期配
確保につなげる。②外国人向

は。②都に、消防団全分団へ

に伴い、３歳児の受け入れ態
備を求められたい。所見は。

対応。③２歳児までの施設増
勢充実が急務。交通至便で安
け研修の実施を検討。今後も、 財調）を受け、区誕生

東京消防庁と連携し、加入促

い等のイベントにおいても、

問
区で一位の緑被率であ

◆みどりの保全と管理について

研修センターと連携し支援。

に財政は漠然と成り行き任せ

たる行政路線を持てない。特

経過したにもかかわらず確固

政状況は毎年度の決算報告の

計画化し取り組んでいる。財

続可能性確保に向け具体的に

変化を見越し、財政運営の持

問 ①練馬総合福祉事務所で

◆福祉行政の現状について

問 光が丘四中の廃校では、

拠としているのかわからない。 ◆教育行政について

則としている。指摘は何を根

事前の対話、説明が全く不足

認識。指摘は全くの誤り。

年が

危機管理 ①成人の日のつど

なるかは予断を許さない。適
進に努める。②今年度は２か

全な場所に整備。④需要減と
切に対処。⑤都の補助制度等

人の待機

児童が発生。所見は。②今後
を活用し処遇改善を図る。潜

大をしながらも、
の少子化を見据え、保育所の

48

整備、定員拡大に対し長期的

10

28

な視点が重要。所見は。③３
増やす。⑥国の補助制度活用

在保育士等対象の面接会等も
京消防庁に要請する。

所に整備予定。引き続き、東
①みどりの実態調査結果を受

％しかない。前川区政は３

るが、みどりは減少している。 で、特別区税の歳入は財調の

ージで報告。積極的な情報提

ほか定期的に区報・ホームペ

職員から一方的に暴力、傷害

区民が担当者と話し合い中に、 していた。話し合いを充分に

行う対策が必要。回答を。

歳児１年保育導入の趣旨と、

マッチによるもので、供給が

区長 ①地域的な需給のミス

保育所の巡回指導強化を。

事故の防止のため、私立認可

確保策は。⑥保育の質低下や

の考えは。⑤さらなる保育士

◆消防団について

危機管理 熊本地震を踏まえ

問 過去の災害の教訓から、

◆災害時の区の対応について

を含めさらなる充実を検討。

をサポートする体制の構築を。

馬介護人材育成・研修センタ

技能実習制度施行を受け、練

計画で明確にすべき。所見は。 予防事業の発展を。②外国人

車中泊等の避難者についても

高齢施策 ①国の評価指標等

地域防災計画修正の中で検討。 ーが事業者の実習生受け入れ

た対応については、本年度の

高齢施策 ①制度の持続可能

与制度活用で、さらなる介護

よる財政的インセンティブ付

問 ①介護度の維持・改善に

◆介護について

に守り育てる方策を検討する。 解は。③民間委託の方が有利

ボルとなる樹木を、区民と共

組む。②サクラ等地域のシン

来へつなぐことを基本に取り

共に守り、さらに増やし、未

ては、豊かなみどりを区民と

副区長 ①計画改定にあたっ

後の対策についての所見は。

組みの構築や啓発も必要。今

木に特化した、区民協働の仕

について所見は。②サクラの

け、新たなみどりの基本計画

を持った区政を行うべき。見

できないものが多い。具体性

な表現ばかりで、区民に理解

グランドデザイン構想等曖昧

方的、傲慢、官僚的で、都政

②イメージ区政は抽象的で一

ては常時報告すべき。見解は。

の報告もない。区財政につい

年の歳月を費やし具体的成果

た。指摘は当たらない。グラ

みを

の戦略計画として定め

て施策を示し具体的な取り組

政が直面する重要課題につい

みどりの風吹くまちビジョン、 当たらない。②ビジョンは区

の二番煎じの冷ややか行政。

ンドデザイン構想は将来像を

員は対応を避け責任を回避し

は、光が丘総合福祉事務所職

ぐる不適切な制度適用問題で

対応策は。②後見人制度をめ

み。謝罪、反省含めその後の

署が正式受理し書類送検済

行為を受けた。現在練馬警察

成

重ね、一般・療養病床数は平

地域医療 さまざまな努力を

答を求める。

を立てることができない。回

ては、一向に具体的な解決策

問 病床の大幅不足等につい

は。④法改正による育児休業
期間延長に伴い、０歳児枠の
希望減が想定される。現時点

供に取り組んでいる。指摘は

床から本年

には及ばない。③行政でなけ

わかりやすく示すもの。心配

持のための正当な職務執行と

福祉 ①庁舎内の平穏秩序維

た。対策と反省を求める。

み、既存病院の増床も検討。

後も新たな病院整備に取り組

４月の２千 床まで増加。今

区長により定期的に招集され
る 議 会 の こ と を 定 例 会 と 呼 び、
議案などの審査を行うために一
定期間の会期を定めて本会議や
委員会を開催します。
練馬区では、条 例により開 催
回数を年４回（２月、６月、９月
および 月）と定めており、定
例 会中の本 会議では、区長の所
信表明、議案の上程や議決、議

Ｑ 「定例会」とはなんですか？
Ａ

議 会Ｑ ＆
Ａ

ればできない分野で責任を徹

年度の１千

◆医療政策について

行った。指摘は事実に反する。

て、保護者等に説明会を計８

教育長 ②幼稚園や既存の保

新たな需要を掘り起こした。

問 ①消防団員確保の手立て

性確保のため必要。反対する

ンの設置場所についての考え

育施設等の活用等工夫して対

施設の増設ではなく、校内設

考えはない。利用者負担軽減

教育振興 対応方針案につい

回開催する等、丁寧な説明を

応。今後も柔軟かつ積極的に

置のねりっこクラブ推進が有

宅の新設を都に求めよ。

送迎用の一時滞在ステーショ

区行政は
漠然と成り行き任せで傲慢

◆改憲問題と共謀罪について
効かつ現実的。②受け入れ人

技監 ①都と特別区で検討中。

保育所待機児童の早期解消を！

問 ①憲法尊重擁護義務に反

の仕組みはある。②実態に合

結果を踏まえて適切に対応。

②再開発に伴う区立施設複合

としひろ

する首相の改憲発言をどう捉
数拡大にあたっては国・区基

わない要介護認定を行う考え

②併せて検討。③整備する考

◆住環境の問題について

化の検討状況と考え方は。

土屋

えているか。②非核都市宣言
準を順守。安全確保は入念に

はない。③計画策定の中で課

えはない。助成は国等の動向

問 ①重層長屋は住環境や防

技監 ①検討中の事業は、個

オンブズマン練馬

の立場から、９条改憲に反対
検討し実施。③有識者等から

区域の高齢者人口に応じた専

幅広く意見を聞き適切に実施。 題を検討。④センターの担当

介護卒業を強いることは絶対

災上問題がある。都に対し建

床に変換するもの。土地や建

築安全条例の見直しを求めよ。 々の従前資産を再開発ビルの

697

れいか

するべき。③共謀罪法案は国
◆介護保険と地域包括支援セ

を注視。④都は既存施設の有
効活用に取り組むとしている。

にするな。③次期介護保険事

②既存の重層長屋に対し安全

区議会で扱う議案や請願など
多 岐にわたる事項について、専
門的に審査するために設けられ
る も ので、常 任 委 員 会、議 会 運
営委員会、
特別委員会があります。

議会の中で同じ政策や区政に
対して同じような考え方を持っ
て活動する議員の集まりです。
練馬区議会では現在、所属議
員が１人の会派も含めて の会
派があります。

員の一般質問などが行われますＱ
。 「会派」 とはなんですか？
Ａ
Ｑ 「委員会」とはなんですか？
Ａ

練馬区議会には、現在、５つ
の常任委員会と４つの特別委員
会があり、議員は常任委員会と
特別委員会それぞれ１つずつの
委員会に所属しています。
委員会は原則として定例会中
のみ開催することができますが、
練馬区議会では区民福祉の向上
のため閉会中にも委員会を開催
しています。

106

倉田

民を監視し、思想・プライバ

門職増員を既に検討。⑤総合

◆石神井公園駅前開発について

②適正な規模を堅持した学童

業計画は事業者の実態を踏ま

物の収用事業ではない。②さ

16

18

練馬区議会民進党・無所属クラブ

シーを侵害する違憲立法であ
ンターについて

総務 ①発言することと擁護

一般質問（要旨）

る。国に反対意見を。

増設を求める考えはない。

81

介護負担軽減、
学童保育は増設で待機解消を

問 ①計画予定地内で地権者
が建て替えを開始。今後計画

クラブを充実せよ。③区は責

えたものにせよ。④ケアマネ

対策の指導を。③空き家空き

ま ざ まな 観 点 から 検 討 し 、

11

義務は何ら矛盾しない。②国

まさゆき

任者として、ねりっこクラブ

室を使い区営住宅整備、低所

年程度の間に方向性を定める。

本会議

会等の動向を注視。危機管理
③意見を言う考えはない。

坂尻

福祉事務所とセンター一体で

日本共産党練馬区議団

問 ①介護利用料３割負担に

対応。直営維持の考えはない。 絶対にしないと考えてよいか。

◆学童クラブとねりっこクラ
ブについて

反対し、実情に応じた軽減措

区長 ①ねりっこクラブ設置、 等増やし地域包括支援センタ

の学童保育機能の検証を。

ーの強化を。⑤区職員の専門

得者へ家賃補助を。④都営住

を変更するのか。強制収用は

問 ①待機児の多い学童クラ

民間学童保育施設誘致で待機

性向上のため区直営を守れ。

10

ブを優先して分割し、増設を。 置を。②国の交付金目当てに

児 童 の 解 消 を 図 る 。こ ど も

10
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一般質問は、6月12日・13日・14日の３日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の要旨を掲載しています。全文は、定例会閉会後、おおむね２か月後に発行予定の会議録をご覧く
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