への区長の決意は。

問 来年４月の練馬区長選挙

◆区長の基本姿勢について

しい。事務事業のスクラップ

強く求める。企画 ②一層厳

や寄付制度の抜本的見直しを

区長 ①都等と連携し国に税

②今後の方向性は。また成功

の各地域の取り組み状況は。

問 ①特色ある商店街づくり

◆産業振興について

は。③子育てのひろば事業は、 ◆区政経営について

②乳幼児期の子育ての在り方

適正配置と開設への考え方は。 どう前に進めるかが改革ねり

問 ①今後の病児保育施設の

◆子育て支援について

る基準の見直しを進める。

ま。保守主義と矛盾しない。

問 保守の精神への考えは。
区長 区民の生活を具体的に

◆区長の基本姿勢について

果を検証し対象工事等検討。

⑥今年度中に事業者決定。効

た制度とすべく随時見直し。

よう対応。⑤区の実情に即し

調整交付金算定に反映される

ンググループで検討。④財政

◆介護保険について

帯を想定した訓練等を実施。

結。③さまざまな状況や時間

エンスストアと災害協定を締

極的に周知。②区内コンビニ

副区長 ①日常備蓄を今後積

と本線上部利用や安全対策は。

捗状況は。⑥外環の２の現況

えは。⑤外かく環状道路の進

大泉学園町延伸早期着工の考

対応は。④地下鉄大江戸線の

の区民事務所等の出入口への

社会的インパクト投資…民間が資金やノウハウを活用して行った社会課題解決に向けた事業に対し、行政が成果に応じた報酬を支払う成果連動型の仕組み。
シールドマシン…地盤を横に掘り進める掘削機。

区長 来る区長選挙に出馬す
した事業には継続できる施策

億円減収の見込み。 を。考えは。③商店街の新た

アンドビルドを徹底等。③現

⑦まちづくり条例に基づく寄

時点で約

付件数と総面積、総額は。⑧

る決意。区民の負託をいただ

問 ①高齢者の自立支援・重

等と協議。技監 ④基金積み

対応検討。区民 ③管理組合

目指す。②利用状況等確認し

副区長 ①来年度の整備完了

度化防止への取り組みは。②

②社会的インパクト投資事業

保守の矜持を持って
確かな区政運営を目指す

問 ①企業への投資の考えは。 ◆情報化推進について
※１
問 ①最先端技術への区の対

望ましい。適正配置と今後の

の考えは。③ＡＩ技術等によ

区内均一に配置されることが

問 ①制度づくりへの所見は。 ことを提案する。所見は。

る変化への人的資源の対応は。

な魅力づくり施策を展開する

◆グランドデザイン構想につ
計画や考え方は。④子育てス

④会計年度任用職員について

道路整備へ援助は。

タート応援券の利用状況は。

の財源確保は。⑤誤った入札

介護現場の良好な環境が人材

⑤一時預かりを行っている保

副区長 ①いずれも地域の連

②男が参加しやすい事業とは

育園の対応と今後の計画は。

工程はどのように示すのか。

の進め方は。②実現に向けた

問 ①成案化に向けての今後

いて

区長選挙への
前川区長の再選出馬の決意を！

・契約制度とならぬよう冷静

区長 ①近く素案を公表し区
何か。所見は。③公園維持管
効果や課題を検証しさらなる

適正配置等に努める。④助産

設を含め２か所増設を計画。

がっている。②来年度も継続。 入れ支援の充実を図る。③民

帯感が生まれにぎわいにつな

師ケア事業と乳幼児一時預か

②全ての子育て家庭を視野に

員によるＩＣＴ利活用ワーキ

続き研究。副区長 ③若手職

治体の取り組みを注視し引き

踏まえ個別に検討。②先行自

企画 ①株式保有の必要性等

の進捗状況と今後の考えは。

注のための債務負担行為活用

問 ①各家庭での備蓄周知強

◆震災対策について

推進等。安定的運用に努める。 る改善に努める。

企画 ①導入効果高い分野へ

ステム導入への対策は。

減の取り組みは。また、新シ

問 ①大泉学園駅周辺の整備

◆まちづくりについて

予防会議を設置。②介護ロボ

副区長 ①来年度、地域ケア

確保に必要。所見は。

問 区ゆかりの文化人の記録

◆文化・芸術について

と調整。連絡会を開催。⑦

工事。⑥用地取得等。事業者

⑤シールドマシン発進へ立坑

※２

増し周辺まちづくり進める。

理には高齢者の社会参加を取
支援の在り方を検討。③創業

り事業が８割。⑤保育事業者

藤井

する。②新たな「みどりの風
り入れるべき。所見は。
支援と空き店舗対策を推進。

の協力を得て充実に努める。

練馬区議会自由民主党

吹くまちビジョン」で明示。

高齢施策 ①高齢者が技能や
◆ワンルームマンションの規

握。当面１か所の増設を計画。 に判断を。所見は。⑥早期発

◆区財政について
知識・経験を生かして地域で
制について

悦栄

問 ①区の減収額の拡大への
活躍できるよう支援が必要。

問 練馬区らしい住環境維持

村上

対応は。②経済情勢等を踏ま
②ウォーキング等。内容の充
のため対応が必要。所見は。

練馬区議会自由民主党

え、今後の区財政の見込みと

技監 まちづくり条例で定め

民の信任を得たうえで成案と

安定運営への取り組みは。③
協働による公園の自主管理拡

実を図る。土木 ③区民との

ステム導入を。②小児救急電

ジョンの関係性は。②あらゆ

保を。⑧区有地の有効活用を。 を活用した災害時医療対策を。 がい児の受け入れ枠拡充を。

の減収対策は。⑦自主財源確

見通しは。⑥ふるさと納税分

け医の推進を。④ヘリポート

さらなる周知を。③かかりつ

定。来秋の開設を目指し準備。

地域医療 ①今後病院と協議。 福祉 ①本年 月に事業者決

ゆりこ

まえ検討。④区立は預かり保
育でも必要人員配置。私立も
◆子育て世帯への支援について

度の伸び。⑥区への寄付促す

国等の補助金を最大限活用等。 的取り組み示す。⑤約２％程

致の進捗状況は。②重度障が

問 ①児童発達支援事業所誘

◆障がい（児）者施策について

周知。副区長 ②来年度、保

産業経済 ①今後、積極的に

幼稚園で２歳児小規模保育を。

援リカレント教育を。③私立

共同参画センターで再就職支

Ｑ
Ａ

㎡。約 億円。

456

早期営業再開を。③職員の災

化を。②震災時の小売店舗の

スカレーターへの指摘につい

予定は。②駅改札に向かうエ

地域文化 今後も記録等の収

を残すため、知恵を出すべき。

集に努め、映像等で広く紹介。

て対応は。③再開発ビル４階

⑧費用は事業者負担が原則。

400

害対応能力向上へ所見は。

予算特別委員会とは何ですか？

長が作成した、一会計年度における地

方公共団体の収入・支出などを見積もっ

た予算案を審査するために開かれる委員
会のことをいいます。

日間

練馬区議会では毎年、２月に開催され
る第一回定例会に設置され、概ね

月に

にわたり、議長を除く全議員で新年度の
予算審査を行います。なお、毎年

開催される第三回定例会でも、補正予算

案を審査するために設置されることがあ
ります。

年第一回定例会は２月２日（金）

ただくか、
ホームページでご確認ください。

詳しい日程は、電話等でお問い合わせい

から３月９日（金）まで開催の予定です。

平成

件。１万２千

経済情勢や税制改正の影響等
大を進める。

話相談・救急相談センターの

る世代の意見をグランドデザ

②新生児家庭全戸訪問で案内

②検討を進める。教育長 ③

吉田

◆平成 年度予算について

取り組み検討等。⑦自販機設

い者グループホームの設備費

育付き就職面接会等を実施。
立幼稚園協会と協議し検討。

充実に努める。教育長 ③私

ット導入支援等実施。さらな

も踏まえた来年度以降の財政

め、区民との協働や民間委託

イン構想に反映せよ。③今後

副区長 ①次期アクションプ

を配布等。引き続き区報等で

実施状況や法改正等の動向踏

練馬区議会公明党

問 ①新年度予算編成への基

置は貸し付け基本。⑧民間事

域に地域生活支援拠点を整備

業者への有償貸し付け等検討。 や運営費を支援し、身近な地
せよ。③保育所等で医療的ケ

積極的に活用。②クラウド化

調整交付金の見込みは。

推進を。⑤財政調整交付金の

の区政運営に対する抱負は。
ランの着実な実施を最優先。

周知。③医師会等と協力し、

想はビジョンの延長線上にあ
り、目指す将来像示す。②素

④区立・私立幼稚園で発達障

財源確保し無電柱化推進せよ。 ②児童相談体制強化等新事業

④防災減災対策を進めよ。⑤

も予算化図る。③区政改革計

積極的受け入れを働きかける。

区長 ①グランドデザイン構

区民との協働で
『福祉の先進都市練馬』を！

案公表し幅広く意見等いただ
き成案化。③ここに練馬区あ

積極的に周知啓発。④搬送想

問 ①ビジネスサポートセン

画を基に推進。④公共施設等

定した訓練実施。今後も充実。 支援等助成金周知を。②男女

本的考えは。②グランドデザ

◆地域医療について

ア児の受け入れを拡充せよ。

14

9

りと胸張れる自治体目指す。

副区長 ④女性や高齢者の視

総合管理計画実施計画で具体

イン・アクションプランはど

ターで育児プランナー・両立

点等を取り入れ体制強化。⑤

う反映されるのか。③持続可

解消のための最新呼び出しシ

能な財政運営で福祉の充実を。 問 ①練馬光が丘病院に混雑

④経常収支比率の適正化のた

議 会 Ｑ＆Ａ

10
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一般質問（要旨）

問 ①グランドデザインとビ

◆区長の基本姿勢について

たかし

応は。②システム運用経費削

ければ、引き続き来期も区政

※２※１

教育長 ①将来の需要量を把

運営の重責を担っていきたい。 ◆ 生涯現役社会の実現について

30
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一般質問は、12月1日・4日・5日の3日間、9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。
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あんしん居住制度…利用者の負担で見守りや葬儀、片付けのサービス等を提供することにより、家主の不安を解消し、病気・事故・孤独死等の不安を解消し、安心して居住できるよう支援する制度。
高齢者在宅生活あんしん事業…ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の在宅生活を支援するため、見守り事業や配食サービスと緊急時の自宅への駆けつけサービスを一体的に提供する事業。

高齢施策 ①不動産関連団体
トを作成し各学校に配布等。

今後研究。②啓発リーフレッ

緊急通報システム事業拡充を。 福祉 新たな取り組みとして

啓発看板設置等で注意喚起。

⑤屋外形式も計画的に設置。

行自治体の利用状況等調査。

他区の動向注視し研究。④先

れからの展望は。②ふるさと

た「改革ねりま」の成果とこ

問 ①区長就任以来掲げてき

◆区長の基本姿勢について

④Ｊアラートの区民理解はど

発生時の具体的な行動指針は。 ◆新生児聴覚スクリーニング

介護施設、病院での緊急事態

の検討は。③小中学校や保育、 内容を見直し広報強化。国民

※４

か所に増設し連

は。④学校サポーターの部活

査結果からの改善策の家庭と

問 ①全国学力・学習状況調
への影響は。③平成

年度当

連の税制改正等による区財政

民税の一部国税化、さらに一

納税制度による減収や法人住

広報をすべきでは。Ｊアラー

うな事案で発動するか正しい

るか。⑤Ｊアラートがどのよ

の程度進んでいると考えてい

公費負担をすべきでは。

では。②検査の費用について

や検査方法を周知徹底すべき

問 ①新生児聴覚検査の目的

検査について

校と地域の橋渡し役。③学習

ディネーターとして選任。学

稚園で実施。②学校支援コー

年度から全区立小中学校・幼

した学校教育活動の充実。来

ＧＧ）の活用を。③若手教員

成や体験型英語教育施設（Ｔ

に練馬区ありと胸を張れる自

区長 ①いまだ道途上。ここ

な方針をもって臨む考えか。

初予算編成について、どの様

に応じて見直す。④今後研究。 ◆教育について

の共有を。②英検の検定料助

の人材育成方法見直しとメン

未来へ責任ある政策の実現を

ートで個々の事業者の課題を

るために、離職者へのアンケ

問 ①介護職の定着率を上げ

◆ 福祉分野の離職対策について

④指導員として５校で活動。

意欲の向上、基礎基本の定着。

問 ①自転車安全利用五則や

タルヘルス対応を。④学生ボ

ト発動訓練についての見解は。 健康 ①母子健康手帳に記載

自転車シミュレーター活用で

教育長 ①地域の人材を活用

保護訓練への取り入れを検討。 動の指導補助等の活用状況は。

問 ①条例制定の基本的見解

◆民泊について

引き続き連携し啓発。③必要

※３

ん居住制度の利用手数料補助

と連携し周知予定。②あんし
開始。③約 件訪問し約

件

は。②住宅地域では一定制限
責務を明確化すべき。④民泊
④相談窓口
携推進員を配置。⑤高齢者在
交通安全啓発を。②高齢者の

関連の通報・相談窓口設置を。 を介護サービス等につなげた。 ◆自転車施策について
⑤マンション管理組合の相談

副区長 ①適正運営確保へ独
自ルール等必要。②制限が必
要と考える。③近隣への事前
説明義務付け等必要。④国の

勇一郎

把握し支援すべきでは。②保

井上

し案内。今後は妊娠届受理時

練馬区議会民進党・無所属クラブ

副区長 ①対応マニュアル策

まさひろ

のスクラップアンドビルドの

平野
各校で保護者に周知等。②助

練馬区議会公明党

治体を目指す。企画 ②単年
ランティアの積極的活用を。
教育長 ①教育だよりを活用。 度で 億円超え。③事務事業

家族等へ高齢者向け交通安全

改善の支援をすべきでは。

◆ 障がい者施策の充実について

進と安全利用促進条例制定を。 働きかける。③ＯＪＴ推進等。 財源を効果的・効率的に活用。 供と関係機関との連携を深め

会の協議結果踏まえて検討。

育職も同様に定着してもらう

る必要あり。②国等の動向確

ために、事業者への職場環境

認し実施検討。危機管理 ③

にリーフレット配布。②広域

問 ①練馬区国民保護計画の

◆国民保護計画について

的対応が必要。都等と都医師

１年目の教員を対象に研修実

定等。区民への正確な情報提

施等。④区内外の大学と連携

徹底等に取り組み、限りある

④駐車場に宅配便ロッカーの

成に向け準備中。小中学校に

の導入を。②分かりやすい接
設置等を。⑤盗難防止へ防犯

啓発を。③自転車保険加入促

◆高齢者施策について
遇マニュアルを作成し、教育

各施設に応じた具体的対応の

委員会や企業と連携した啓発

取りまとめを働きかける。④

問 ①住宅セーフティネット

取り組みと現状の課題は。②

制度周知を。②ひとり暮らし

医療の連携整備を。⑤高齢者
③介護制度の改悪の影響を利

問 ①保育園に入れていない

◆保育園待機児解消について

課題の一つ。充実に力尽くす。 に盛り込む。③区報等で啓発。

見直しの中で適切に需要を把

ニーズに応える。②今年度の

ている社会福祉事業団に対し

Ｑ
Ａ

ければなりません。

秘密会の議決をしない限り、会議は公開しな

③議事公開の原則

の賛成が必要です。

に つ い て は、 特 別 多 数（ ３ 分 の ２ 以 上 な ど ）

長が決めます。特定事項（秘密会の議決など）

える賛成が必要です。賛否が同数のときは議

議決するには、出席している議員の半数を超

②過半数議決の原則

です。

会議を開くには定数の半数以上の出席が必要

①定足数の原則

主に次のような原則があります。

会議を民主的で円滑に進めるための
原則はどのようなものですか？

そのことを議決しなければなりません。

持ち越せません。継続して審議するときには、

会期中に決まらなかった案件は、次の会期に

⑤会期不継続の原則

今後の見通しや計画は。②地
国民保護を想定した避難訓練

高齢施策 ①来年度、就労実
◆学校・地域連携事業について
問 ①本事業の目的は。また、 態等の調査実施し職場環境改
善に努める。こども ②職員
会を積極的に提供。

土木 ①警察等と協議し啓発

カメラ設置拡充と施錠喚起を。 を図り、学校現場での実習機

◆区長の基本姿勢について
用者目線で検証せよ。④急性

にもかかわらず待機児にカウ

握し必要な対策を講じる。③

※５

推進を。③新たなバリアフリ

の入れ替わりが多い施設は、

ー基準の検討を。④パーキン

必要に応じ指導検査を実施等。

高齢者の支援充実し物件所有

域の人材をどの様に確保しど

者の登録促進を。③ひとり暮

の様な取り組みに活用してい

幕掲示。体験機会充実に努め

緊急地震速報や気象警報等で

る。②交通安全教室等の内容

問 ①安倍政権が進める 条
期病床の増床のための課題は

ントされない

小規模保育事業等の整備等、

動を行う考えはない。

区は必要な支援を。②民営化
3

の活用については進んでいな

区長 ①障害者福祉は最重要

改憲に反対せよ。②改憲反対
何か。⑤在宅医療の拡充に向

施義務がある。区の認識は。

多様な手法を講じ待機児童解

年間で

の認可園を整備の中心に。④

された区立特養の改修・改築
1

今後も支援・指導の充実図る。

グパーミット制度の導入を。

の 千万人署名に区として取

画の保育利用量の推計は実態

報酬の引き上げを国に求めよ。 ②子ども・子育て支援事業計

けた区の取り組みは。⑥診療

に見合ったものに。③多くの

消に取り組む。④⑤当面、民

練馬地域の待機児は

費用は区が責任を持つべき。
3

るのか。③地域未来塾の効果

らし高齢者等訪問支援モデル

り組め。

高齢施策 ①区長会を通じ要

歳児まで

を実施。③今年３月実施の高

年保育のための送迎

どのように解消するのか。⑤

診断で資金力、経営の安定性

④一時不再議の原則

いったん決定した案件は、その会期中に再度
の審議はできません。

練馬区独立70周年記念事業ねりまユニバーサルフェス「ユニバーサルスポ
ーツフェスティバル」でボッチャ体験（平成29年12月1日 光が丘体育館）

一般質問（要旨）

総務 ①②意見表明や署名活
望。②既に一般財源を介護保

保護者が希望する

ない３年間に限定し実施。

齢者基礎調査で介護予防・日

ステーション用地は認可園の

とも高い評価。新たな支援を

議 会 Ｑ＆Ａ

名にも保育実

◆国民健康保険について

険会計に繰り入れる等軽減策

国の社会保障の大改悪から
区民生活を守れ

◆委託化・民営化について

問 ①区民サービスの低下を

常生活支援総合事業の利用意

整備地に。

行う考えはない。②改修経費

拓

区民 ①数字はあくまで参考

億円の区財源の投入を行え。

向 に つ い て 把 握 。地 域 医 療

区長 ①区の待機児童数算定

の一部を区が支援する方式へ

島田

の位置づけ。②③既に要望。

④区西北部医療圏における病

は国の新しい定義に基づくも

移行するため協議中。

日本共産党練馬区議団

間保育所等の整備が見込まれ

問 ①平均 万円の値上げ。
さらなる財政支援を国に求め
よ。③国と都に低・中間所得
層への減免拡充を求めよ。④

④急激な負担増にならぬよう

宅医療・介護連携推進事業を

計画的・段階的削減を進める。 床の偏在が大きな課題。⑤在

配慮しつつ法定外繰り入れの

先行実施。引き続き医療・介

の。こども 認可保育所だけ

招かないため、特養を運営し

◆介護と医療について

護関係者と議論進め側面から

歳児

問 ①介護報酬の引き上げを

支援。⑥要望する考えはない。 でなく他の保育施設等を含め

高齢施策 ①本年実施の経営

国に求めよ。②介護保険料・

負担軽減のため実績のある

5

利用料の軽減対象の拡大を。

60

782

9

適切な負担と言えるのか。②

3.4

い。⑤区ホームページの掲載

事業の実施状況は。④介護と

技監 ⑤マンション未来塾等

自転車安全利用の推進で
安心なまち練馬へ！

ンション建設の規定見直しを。 宅生活あんしん事業を開始。

体制整備を。⑥ワンルームマ

25

で行う。⑥基準の見直し検討。 問 ①障害平等研修（ＤＥＴ）

コールセンターと連携図る。

30

60

を。所見は。③民泊事業者の

パーキングパーミット制度…公共施設や商業施設等に配置された障害者等用駐車スペースの利用者を明らかにして、地域で共通に利用できる利用証を交付する制度。

※5 ※4 ※3

3

2018/01/05 17:15

区議会だより207.indd 4

60

800

4
●
No.207
平成30年（2018年）1月18日

区 議 会 だ よ り

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 区民：区民部長 産業経済：産業経済部長 都市農業：都市農業担当部長 地域文化：地域文化部長
福祉：福祉部長 高齢施策：高齢施策担当部長 健康：健康部長 地域医療：地域医療担当部長 環境：環境部長 土木：土木部長 こども：こども家庭部長

えは。②現アクションプラン

問 ①区民参加と協働への考

◆区政改革について

年度開

区長 ①土地確保等困難な課

病院跡の活用と機能は。

べき。所見は。⑤移転後の現

を機に救急医療の充実を図る

料方式維持の考え。③計画的・

り 。② 区 長 会は原 則 統一保 険

続き担 う 。手 続きは今 まで通

納 付 金を納 付。現 事 業を引き

副区長 ①区は都が決定した

上図る。④来年度、高齢者在

③事例検討会等通じ支援力向

口増設し、連携推進員配置等。 をどう住民に知らせるか。②

来年度、医療と介護の相談窓

る総隊司令部についての情報

目のないサービス提供が必要。 問 ①朝霞駐屯地に新設され

図り保険者機能を発揮すべき。 で豊富な特性生かす。②切れ

風 吹 く ま ち ビ ジョン 」「 グ ラ

「練馬区基本構想」
「みどりの

事業計画策定の中で検討中。

齢者保健福祉計画・介護保険

する考えはない。②第７期高

取り組んでいる。新たに整備

業所での受け入れ体制充実に

高齢施策 ①デイサービス事

望ましい」だが、その場合、

報告は「アリーナ建設が最も

せるのか。②委託調査会社の

になることをどう住民に知ら

問 ①としまえんが都立公園

◆練馬城址公園について

れば、当日でも申し込めるシ

問 登録施設以外に空きがあ

◆病児・病後児保育について

災カレッジで人材育成等実施。

組織化に向けた個別相談、防

座や防災訓練への支援等実施。

◆区長の基本姿勢

全体の進捗状況は。③次期プ
② 年度設計着手し

題多いが最大限努力。副区長

ＨＣＵ…「 High Care Unit
」の略。高度治療室のこと。
４ページ欄外参照。

ラン策定で今後の財政規律の

諸課題への対処は。③住民主

こども あらかじめ施設ごと

ステムにすべきだが考えは。

問 ①医療ケア必要な障がい

体の協議会の設置予定は。

総務 ①国においてなされる

に児童の病歴等の登録が必要。

等制度の充実に努める。

キャンセル枠の有効活用図る

◆まちづくり条例について

企画 ①②タイミングを逸す

誰も置き去りにしない
練馬区政を

者対応も含め、緊急一時保護

めグランドデザイン構想に着

す将来像を区民と共有するた
手。具体的取り組み等はビジ

ものと考える。区長 ②目指

校教員の勤務実態の現状は。

に対 す る見 解 と区 立小・中 学

問 規制が緩いので大型ワン

住民参加で条例見直しを。

ルームマンション建設が続く。

技監 ファミリー向け住宅の

けいこ

ることなく区民等の意見を聞

付置義務を加える等、条例で

橋本

いた上で、区の求める機能を

生活者ネットワーク

施設の整備を。②雇用の場で

まとめ都と協議。③整備主体

ョンで明示。基本構想は今後

障がい者の権利を守るため独

見直しが必要と考える。

対する教育委員会の考え方は。 ◆若年性認知症支援について

自の救済制度を作るべき。

②都教委の中間まとめの内容

問 ①専門デイサービスは定

と働き方改革への取り組みに

問 ①中教審の
「学校における

宅生活あんしん事業を開始等。 ンドデザイン構想」の関係は。 ◆ 障がい者の地域生活について

剛

働 き 方 改 革 に 係 る緊 急 提 言 」

◆教育について

練馬区独立 周年を
新たなスタートに！
練馬区議会自由民主党

福沢

し交付金確保にも努める。

院目指す。建設費等一部助成。 段階的削減で給付と負担の公

区長 ①練馬ならではの自治
通りと認識。③施策推進と持

を創造したい。企画 ②計画
続可能性の両立図る。④工事
費の抑制、補助金・起債等の
活用、着実な基金積み立て等。 一時移転用施設。④手術室増、 ◆高齢者福祉について
※６

員７名の１か所のみ。人口多

問 ①区の地域包括ケアシス

教育長 ①現状への厳しい指

テムとは。②医療と介護の連

摘と重く受け止める。都の実

ＨＣＵ新設等。⑤今後検討。

総務 ⑤指導・監督要綱改正

定める基準の見直しを進める。

し見直し方針案を年内に決定。 ◆ 国民健康保険制度改革ついて

◆羽田空港増便問題について

態調査結果とほぼ同じ。②週

は都。設置する考えはない。

あたり在校時間

◆中高層住宅の防災について

携を強化し、自宅でサービス

福祉 ①安全に受け入れるた

を受けながら暮らせる環境づ

く広い練馬区は複数必要。認

問 ①今後の都と区の役割分

識は。②紙おむつ現物支給等、 めの課題整理が必要。第５期

担と加入者が行う手続きは。

福祉計画で平成

・地下鉄七隈線延伸事業
について

時間超えの

問 ①今後の地域医療の充実

◆地域医療について

教員ゼロが目標。都の具体的

問 新ルートによる落下物や

施策踏まえ積極的に取り組む。 大を次期計画に示せ。

騒音等の影響周知のため情報

くりが必要。区の見解は。③

問 中高層住宅単位の講習会

医療・介護連携推進員育成の

や避難訓練実施を管理組合に

②保険料について区の今後の

年度までの

対応は。③保険料率設定にお

障害福祉計画、第１期障害児

と病床確保に向けた区長の決

副区長 ①みどりの区民会議

・福岡県のエネルギー政策
について

高齢者向けサービスの適用拡

意は。②練馬光が丘病院の改
進め方は。④ひとり暮らし高

発信拠点の設置を国に求めよ。

齢者支援の今後の取り組みは。

での官民連携の公園管理等の

福岡県

一般質問（要旨）
て検討。②引き続き検討。警

議論を踏まえ検討。②地域お

・おおき循環センター
「くるるん」について

国において実施を調整中。

働きかけ、防災会のないとこ

ける法定外繰り入れに対する

高齢施策 ①事業者等が多様

ろは結成促すべきだが考えは。 環境 既に区への設置を要請。

区の考えは。④保険者努力支

⑤練馬光が丘病院は増設病床

目標示す。②東京労働局が助

築の具体的なスケジュールと
援制度活用で財政基盤の強化

を活用し、地域包括ケア病棟

言、指導または勧告実施。独

区の支援の在り方は。③学校

④多くの区民が練馬産農産物

危機管理 要望に応じ出前講

跡施設の活用方法は。④改築

を気軽に食べられる機会を増

察と連携しパトロール等で対

問 ①清掃車両にラッピング

◆清掃事業について

こしプロジェクトを活用し支

宮城県塩竈市 ・塩竈市立病院について
医
療 ・ 11 月 9 日 ㈭
高 齢 者 等
～
特 別 委 員 会 11 月 10 日㈮ 宮城県仙台市 ・介護予防自主グループ
支援事業について

自制度を作る考えはない。

問 ①全庁的な検討状況は。

◆ＩＣＴの活用について

応。③自宅に隣接した場所へ

区民 ①受診期間の延長や受
診勧奨を行い受診率向上を目

の集積所設置を働きかけ。ふ

の機能も併せ持つ新病院に。

指す。②情報の利用は困難。

区長 ①農地制度や税制度の
一刻も早い改正をさらに強く

国の新システム整備の動向を

やし地産地消の推進を。

を。④多言語音声認識アプリ
②今後も柔軟に対応。③練馬

関 係 省 庁 に 要 望 。都 市 農 業

れあい指導等で改善に努める。

②民間団体との連携を。③多

活用で、外国人を想定した防

◆公園・スポーツ施設について
対する考えは。②公園での区
民協働事業の継続、支援を。
③民間スポーツチームと連携
を。④石神井松の風文化公園
隣接地取得を。⑤練馬城址公

等をして環境啓発のＰＲ活動

援。③今後検討。④引き続き

的
目

言語字幕表示による情報支援

災訓練実施を。⑤障がいの有

注視。③④

こうじ

区共同で調査・
検討中。地域医療 ⑤改築で

小川

床程度を増床。主に地域包

問 ①パークマネジメントに

区ならではの仕組みを検討。

無にかかわらず、文化芸術を

店やマルシェ主催者に今後と

練馬区議会公明党

都市農業の振興で、
みどり豊かな練馬を！

楽しめるようＩＣＴの活用を。 ④配送の仕組みを検討。飲食
⑥美術館の大規模改修では最
新のＩＣＴ技術の導入を。

企画 ①若手職員中心のワー
キンググループで調査・検討。
②企業等と協働しアプリ開発
等取り組む。③④避難拠点の

を。②ごみ集積所へ監視カメ

協議。企画 ⑤今後都との連

括ケア病棟等として整備予定。 園は都とさらなる連携強化を。

ラを設置し、不法投棄の根絶

外国人避難者対応訓練で試行。 も働きかける等。

達成への取り組みは。②デー

組み開始。⑥効果的活用検討。 問 ①特定健康診査等の目標

を。③公設のごみ集積所を設

◆健康長寿社会への取り組み

タヘルス計画で集積された情

について

◆農業について

報を区民も利用できるよう改

舞台芸術等の理解深める取り

問 ①農地保全への所見は。

活用に努める。地域文化 ⑤

②区民農園の確保のため、基

置し、区民との協働で管理を。 絡を一層密にし、施設整備を
含めた諸課題について協議。

善を。③残薬の再活用を。④

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。

60

準に満たない農地の借用を。

③農福連携のさらなる推進を。 薬局で複数の錠剤の一包化を。 環境 ①区の保有車両につい

特別委員会の
行政視察

32

70

郭団体の改革への取り組みは。 旧光七小は区立施設改修時の

③光四中は病院移転改築用地、 平性確保。④保健事業等推進

34

築需要で増加する工事費の財

※４

保持との整合性は。④改修改

※４※6

源確保を含めた対応は。⑤外

30
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福岡県福岡市

11 月 13 日㈪
～
11 月 14 日㈫

・西鉄天神大牟田線連続
立体交差事業について

交通対策等
特別委員会

福岡県大木町

清
掃 ・ 11 月 14 日㈫
エネルギー等
～
特 別 委 員 会 11 月 15 日㈬

・東日本大震災後の復旧・
復興状況について

宮城県亘理町

・東日本大震災後の復旧・
復興状況について
宮城県山元町

総
合 ・ 11 月 14 日㈫
災害対策等
～
特 別 委 員 会 11 月 15 日㈬

23

察
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日
察
視
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一般質問は、12月1日・4日・5日の3日間、9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。

