ついて

◆﹁森のようちえん﹂構想に

節目節目での開催を検討︒

②応募状況等踏まえ検討︒③

教育長 ①団体の役割を検討

料理の提供等検討︒③区長を

ルシェは︑各地域での開催や

関係機関・関係者との連

委員長とする実行委員会を設

問
●
①保護世帯増加傾向の見

◆生活保護制度について

った段階で都等と連携︒

教育長 ①調査実施し計画的

②大型扇風機導入の考え方は︒ 福祉 区の役割が明らかにな

究は︒⑦地域包括支援センタ
に設計︑工事︒国庫補助金等

区長 ①歩んできた道の延長
ーの人員増の考え方と内容は︒ の確保に努める︒②来年度全

ＩＣＴ︑ＡＩ活用と調査・研

携体制作りへの考えは︒

・整理︒今日的な行政課題に

置︒全庁挙げて取り組む︒④

問
●

即応できる事業執行体制整え

利用者の意見等踏まえ︑より

①全小中校体育館への空

◆いじめ対策について

る︒②来年度予算で一定の増

魅力ある施設となるよう検討︒

調設備設置の対応と財源は︒

提供する新事業として導入を︒●
問 ①いじめを﹁アプリで匿

額を予定︒事業に支障が生じ

問
●

名通報する﹂取り組みを︒②

ないよう効果的な執行図る︒

上に練馬区の未来があると確

環境 先行自治体等から情報

入を︒

収集中︒導入に向けて検討︒

◆地域おこしプロジェクトに

ついて

①﹁味︵ビ︶ストロ練馬﹂

③就労定着支援への所見は︒

の作成を︒③アトリウムガー

◆青少年育成について

てマルシェ視察も︒練馬野菜

区長 ①このような取り組み

よう新たな発想に基づき選定︒

画でさらなる養成に取り組む︒

教育長 ①子ども・子育て支

支援事業費補助金の活用を︒

援事業計画で成長段階ごとに

施策を展開︒ 福祉 ②さまざ

まな制度活用し包括的に支援︒

※７

①都安全教育プログラム

◆ 学校安全の取り組みについて

問
●

例の紹介を︒③小学生向け救

の成果は︒②ＩＳＳの先進事

一般質問は、２月５日・６日・７日の３日間、11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。

※の内容は４ページに掲載しています︒

ふるさと納税制度の影響と寄

教育長 外遊びの場事業を拡

学校飼育動物の研修で︑本庁

③先行自治体の例参考に研究︒ ◆清掃事業について

子どもたちへ自然体験を

充する中で具体的に検討︒

舎施設利用を︒③飼育動物小

企画 ①中長期的には一層厳

問
●

◆﹁こどもアートアドベンチ

◆世界都市農業サミットと国

けいこ

﹁ごみ分別アプリ﹂の導

通しと対応策は︒②法改正の

屋のリニューアルを︒

小川

問
●

小中学校体育館に３台配備︒

ャー﹂について
練馬におけるアート教育

の質の向上につながる事業に︒

問
●

練馬区議会自由民主党

政策は実現してこそ意味がある︒
夢を形に！

際交流について

方向を踏まえた取り組みは︒

福祉 ①当面緩やかな増と想

地域文化 参加定員拡大等で

定︒的確に対応︒②生活サポ
ートセンター等と連携を図る︒

アートを楽しめるよう工夫︒

より多くの皆さまが質の高い

①﹁世界都市農業サミッ

◆農業振興について

問
●

教育長 ①先行自治体の事例

◆障害者施策について
①精神障害者への福祉手

信︒②区民と練馬ならではの
項

目が不調︒③今後も配分基準

純二

定団体の取り組みと進捗状況

小泉

は︒②新団体の選定方針は︒

手続きの簡素化開始等︒⑤後

デニングの継続を︒

の取り組みを評価する︒他選

のプログラムと区民向けイベ

問
●

果的活用を検討︒②検討︒③

職員の任用実態等を調査︒

副区長 ①講演会等実施︒実

の対応は︒

を区民は待ち望んでいたと実

副区長 ①福祉手当支給条例

を使用した料理の提供を︒③

案を本定例会に提出︒医療費

①青少年委員会や所管事

年度負担に留意︒執行実績に

問
●

基づく事業の精査等︒⑥若手

り等︒概ね順調︒②斬新なア

①好調な経済運営の受け

イデアにスポット当てられる

問
●

にし補助金の積極的活用検討︒ 一体感のあるデザインを基本︒ 成地区委員会の委託料増額や

都市農業 ①事例発表や都市

感︒ 地域文化 コンビニエン

助成は都が

農業の視察等︒参加都市の紹

タイトルに恥じない事業に︒

定︒連携し周知︒②啓発事業

③スポーツ大会優勝者等有望

育成団体へのバス代補助を︒

介や物産販売等を検討︒②マ

④ココネリのリニューアルを︒ スストア活用した高齢者見守

職員によるワーキンググルー
を区として支援︒③国制度に

業の行革推進を︒②青少年育

プで取り組み︒ 副区長 ⑦医
基づき民間事業者に広げる︒

副区長 ①来年度設計着手︒

止めと今後の見通しは︒②財
療と介護の相談窓口を充実︒

行委員会で検討中︒②連携密

政調整交付金の都区間協議の
訪問支援員を各２名増員等︒

年度から開始予

論点と経緯は︒③﹁地方消費

な人材への支援体制確立を︒

ンターに認知症地域支援推進

◆ 犯罪・再犯防止対策について

員を配置︒②高齢者支え合い

◆教育環境の整備について

組む事業者のインセンティブ

サポーターのスキルアップを

年度以降の推測は︒④

設置︒②施設整備基金の積み

護医療院創設を︒④介護人材

立て進め起債を積極的に活用︒ の工夫を︒③身近な地域で介

明と

インボーワーク等で独自の取

◆道路整備の推進について

一般質問︵要旨︶

問
●

り組み︒他へも広げる︒④事

問
●

①住宅確保要配慮者の相

①４年間の総括と展望は︒ 談窓口設置とサポート体制の

業者へ周知図りアンケートも

◆区長の基本姿勢について
構築を︒②区居住支援協議会

※４

②職員の人材育成の考えは︒

区長 ①地域包括支援センタ

体的支援を︒②奨学金返済支

①河川改修終了地域にも

援の補助策を︒③結婚新生活

②占用工事と同時に補修工事

問
●

①補助金の最大限活用を︒ 処遇改善の制度活用の周知を︒ 図る研修を実施︒③第７期計

実施︒ 教育長 ⑤区立保育園

問
●

等で受け入れ︒充実に努める︒ ＥＨ︵ゼッチ︶の区民への周

◆防災対策の強化について

副区長 ①引き続き関係団体

の設置を︒

等と取り組み︒来年度ＩＣＴ
ポンプの更新を︒④医療救護

①ライフステージ別の具

の導入補助を開始等︒②来年

◆若者への支援について

④私道整備では権利者負担軽

所等体育館へ空調機整備を︒

避難拠点である体育館へ
早期に空調機整備を

討︒④説明会等で活用促す︒

①認知症リンクワーカー

※６

◆認知症支援について

教育長 ①自ら危機を予測し

命講習で子ども救命士育成を︒

問
●

育成を︒②高齢者傾聴スペシ

から養成活用を︒③認知症サ

ャリストを一般ボランティア

ポーターを増やす取り組みを︒ 実践等を研究︒③実施拡大に

を助成︒柔軟な対応を検討︒
設置を︒②実施計画の予算は︑ について

◆地域包括ケアシステム構築

基金積み立てと起債の活用を︒●
問 ①在宅療養ネットワーク

ストップで対応できる組織の

問
●

減の工事方法の検討を︒

ーを医療と介護の相談窓口と
タン・段差解消スロープ板を
わせ導入予定︒②事例紹介等

副区長 ①集中豪雨への備え

西野

こういち

ンに基づき私道整備の推進を︒ し進める︒ 高齢施策 医師会
避難拠点に整備を︒③軽可搬

想定外自然災害の備え意識を︒ の実施を︒③国のガイドライ
◆子どもの健康について

副区長 ①順天堂練馬病院と

で普及・啓発︒③イベント通

等周知︒水害等想定した訓練

を﹁かい掘り﹂し環境整備を︒ ②パネル型組立トイレ・ラン

と連携した取り組みを検討︒

練馬光が丘病院で改修等に合

※２

％未満の子ど

②設立も視野に入れ協議︒

も含め生活習慣病対策は︒②

①肥満度

延長上に練馬区の未来ありと

スポットビジョンスクリーナ

問
●

確信︒ 副区長 ②区民参加と

①計画相談支援事業所を

問
●

◆ 障害者︵児︶等施策について

①高齢者が生き甲斐を持

持続可能な予算で
福祉・医療の充実を！

◆学校図書館について

し周知︒④都と連携図り協力︒

練馬区議会公明党

副区長 ①国や都の補助金を

民男

え︑備蓄︒配備を予定︒③計

活用し十分な予算措置を行う︒ ③事業者の意向把握し支援検

うすい

機関の設置を︒②システム化

災害対策上の視点考慮し設置︒ ②状況により区が道路補修の

画的に取り組む︒ 教育長 ④

一環として整備等︒③規則等

教育長 ①研修等通じて情報
セスできる者の制限等︒③④

共有図る︒②個人情報にアク

度事業者等の表彰制度創設等︒ ③他自治体の動向を注視︒
によるセキュリティー対策を

の改正含めて検討︒④

を実施︒②来年度から入れ替
つなぐネットワーク構築を︒

万全に︒③ＬＬブックの導入

◆公共施設等総合管理実施計

①学校図書館職員の連携
②グループホーム整備支援を︒ ③中学生にピロリ菌検査を︒

活用を︒④録音図書︵マルチ

問
●

域づくりセミナーの開催を︒

教育長 ①生活習慣病講演会

メディアデイジー︶の充実を︒ 画について

ー導入で弱視の判定向上を︒

高齢施策 ①高齢者センター

③生活︑就労の一体的支援の

参加者を増やすよう工夫︒②
査と併せ実施︒③今後検討︒

※５

を再編し身近な地域での相談

来年度導入し視能訓練士の検
な子どもの保護者の就労のた

工種

ため連携を︒④共生型サービ

め保育所等での療育・保育を︒ ◆環境施策について

区立図書館から学校への貸し

向け東京消防庁に働きかける︒

回避する能力等︒②先進校の
ステム導入の進捗状況は︒②

①コジェネレーションシ

①学校施設も併せてワン

ス周知を︒⑤医療的ケア必要

増設︒③店員等への研修プロ

副区長 ①地域生活支援セン

街かどケアカフェを

グラム開発を支援︒さらなる

ターを拠点として整備︒②来

高齢施策 ①地域包括支援セ

企画 ①総合調整行う組織を

の構築を︒②自立支援に取り

出しや導入についても推進︒

※３

連携検討︒④来年度地域ケア

48
再生可能・省エネルギー設備

問
●

センター会議を新たに開催︒

年度事業者補助を充実︒③レ

30

◆住宅セーフティーネット

問
●

か所に

練馬区議会公明党

40

体制充実等︒②今後３年間で

③コンビニとの連携を︒④地

所見は︒②交流拠点の設置を︒

ち共に支え合う仕組みが必要︒

問
●

◆高齢者見守りネットワーク

③持続可能な運営に努める︒

協働推進する職員育成︒企画

知を︒④石神井池・三宝寺池

設置補助制度の周知を︒③Ｚ

区長 ①これまで歩んだ道の

③今後の財政運営の考えは︒

30

税交付金﹂清算基準の都の説

30

◆財政計画について

12

①招致国と区が行う予定

可能な限り環境整備に努める︒ ントは︒②農地視察と合わせ

問
●
ーデンの整備を︒②オープン

調査等を行い︑アプリ等の効

当︑医療費助成への考え方は︒ スコミ等への対応は︒②生産

ガーデン等の庭めぐりマップ

①リニューアルローズガ

◆緑化について

見直しには断固反対︒影響額

て︑都の独自支援に対する区

②障害者差別解消への考えは︒ 緑地の２０２２年問題につい

問
●

億円︒来年度

※１

ト﹂プレイベントの内容とマ

職員の仕事への姿勢を変えて
が拡大︒④約

練馬区議会自由民主党

こんな時代だからこそ
着実な一歩で街づくり

問
●

しい︒②特別交付金等︒

①プランに懸けた思いと

39

いく︒②現行の臨時・非常勤

副区長 ①組織を活性化させ︑

員﹂への今後の対応は︒

狙いは︒②﹁会計年度任用職

問
●

ン﹂について

◆﹁人事・人材育成改革プラ

新たな自治の創造を目指す︒

の活用と予算案の工夫は︒⑥

①区長の４年間の感慨は︒ 付制度の検討状況は︒⑤起債
年度予算案への思いと決
30

意は︒

②

問
●

◆区長の基本姿勢について
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①グランドデザイン構想

◆区長の基本姿勢について

問
●

地域ケア予防会議を設置︒よ
⑥低所得家庭には補助︒現時
事業承継への取り組みは︒

⑤対象拡大等は考えていない︒ ◆区内産業の振興について

得︒残地での再建困難な狭小

技監 ①北側区間は約４割取

補地区の検討状況と予定は︒

副区長 ①来年度︑設計着手︒ 技監 ⑤地下鉄はホームドア

と選定の考え方︑整備予定は︒ フト︑ハード両面で環境充実︒

地の病院誘致の事業者応募数

工事費用補助︒ 副区長 ④ソ

改善等で確保見込み︒引き続
り適したサービスを提供︒⑤
点で無償化の考えはない︒

中小企業や商店街個店の

き委託・民営化に取り組む︒
不足との指摘は当たらない︒

５回開催し延べ

問
●

◆介護保険について

な敷地が多い︒②地区計画素

年度末の完成目指す︒救急

募︒機能・規模等の観点で審

武線練馬駅は 年度整備︒

設置済み︒早期設置求めた西

副区長 中小企業診断士等ア

◆高齢者対策について

緊急性等勘案し︑来年度選定︒ ・周産期医療等︒③複数の応

ドバイザー派遣し︑継続支援︒ 案の検討中︒③現在調査中︒
①農業者の高齢や後継者

名参加︒②

◆まちづくりについて

①第７期計画での介護保
①住民合意が得られない

問
●

優先整備路線は事業化するな︒ ◆都市農業について

問
●

計画に基づき着実に整備︒

問
●
①小規模校は再編ありき

◆教育施策について

問
●
②検討中の﹁都市計画道路の

①窓口の相談内容︑支援

◆ひとり親家庭について

●
問

の不安への対応は︒②区民農

でなく利点生かし地域と方向

園の増設を︒③国の生産緑地

支援制度の充実を︒②街かど

◆障害者施策について

こうぞう

携の仕組み作りが必要︒③応

福祉 ①１千 件中就労相談

援プロジェクトの事業展開は︒

が最多︒資格取得促進事業実

施等︒②関係機関との支援会

議設置等︒③来年度事業検証︒

◆教育について

①就学前教育の現状と今

後は︒②教育格差是正への対

問
●

保育施設定員枠の拡大も併せ

④区独自に行う考えはない︒

を区民参画で検討すべき︒

等と多様性を認める条例制定

基本的人権に基づいた男女平

策に生かされているのか︒②

が必要︒これまでの調査は施

の充実は︒③高野台運動場用

故の反省から原発ゼロ︑自然

直しにあたり福島第一原発事

◆エネルギー施策について

としているのは中高生や若者

立に向けた取り組み等を説明︒ 館を小学生中心とするなら中

援体制強化︒③防犯設備等の

ということを認識しているか︒

③キャリア教育を核とする︒

識は︒②平成

問
●

①憲法改定の動きがある

署名するよう国にはたらきか

るべき︒今一番居場所を必要

③青少年館は団体登録しない

と無料にならない︑フリース

％への転換をめ

教育振興 ①４名ずつ４地域

に分け定期的に学校を訪問︒

登校渋りの段階からきめ細か

く情報収集を行い︑学校と支

を行う︒ こども ②全ての児

援︑必要な関係機関との調整

スに応募する保護者が多いの

場や子どもたちがボールで遊

を提案しては︒③地域活動の

を作る道路整備を進める︒③

ーズに沿った豊かな都市空間

早期事業化を図り︑地域のニ

等多様な効果︒②都と連携し

する考えはない︒

ン構想で示した︒ 企画 制定

協働の意味はグランドデザイ

立場にない︒ 区長 ③参加と

高齢施策 計画素案の説明会

かりやすく説明すべき︒

料にどの程度影響するのかわ

介護予防等の事業が介護保険

にあたり︑施設・在宅介護︑

◆若者の居場所について

ギーだけに頼る考えはない︒

供給に課題がある自然エネル

館整備を行う︒③既に︑中高

のニーズを十分踏まえた児童

利用者が増加︒今後も中高生

で︑保険料算定の基礎となる

不登校の未然防止︑初期対応

シャルワーカーを

き続き青少年の居場所の拡充︑

高齢施策：高齢施策担当部長 健康：健康部長

は財政的裏付けもなく︑根拠
のない青写真︒暮らし・福祉・
所得層も負担軽減を︒②高所

険料は全階層で値上げ︒中間

各種行政計画策定はこの進め
得層の多段階化で負担率の均

営業第一の予算に転換を︒②
方で本当に区民の声を反映で
性決めよ︒②小中一貫校推進︑ 基本方針﹂は実現性の検討を

貸借検討の進捗は︒④特定生

笠原

子どもたちが夢に向かって
羽ばたける教育を

練馬区議会自由民主党

ケアカフェの取り組み拡大を︒●
問 ①区内企業への障害者雇

成︒②３年で

状況︑実績は︒②支援機関連

都に求めよ︒③無電柱化は狭

産緑地制度の説明と窓口は︒

年度中の開院目指す︒

く危険な道路こそ優先を︒④

都市農業 ①農サポーター育

英語指導拡大は教員と子ども

の進捗状況と課題は︒②富士

査︒

行政窓口等は駅周辺への集約

成︒必要な技術面をサポート︒

人学級の全学年

たちの負担増す︒再考を︒④

辰哉

置せよ︒④利用抑制で︑必要
教員増員と

やくし

なサービスが取り上げられぬ

を選定︒歩道の狭い既存道路

日本共産党練馬区議団

よう対応策示せ︒⑤特別養護
拡大を︒⑤就学援助拡充を︒

①介護従事者の資格取得

ではなく徒歩圏内に整備を︒

②宅地化農地の提供を促す等︒

用率変更等の周知は︒②精神

みは甘かったのではないか︒

⑥給食費無償化︑負担軽減を︒ も対象︒ 企画 ④集約して利

①保育サービス量の見込

問
●

技監 ①都市計画道路の整備

③今国会に新法案提出準備︒

障害者雇用への所見は︒③支

策は︒③夢や目標を捉え︑自

老人ホーム整備目標は需要数

※８

は不可欠︒丁寧な説明等行い

に取り組む︒ 高齢施策 来年

ら学ぶ姿勢を育む教育への取

適正配置の方針見直しを︒③

進める︒②再検討を求めるこ

◆ 木造密集地域の改善について

④相談窓口設置し丁寧に対応︒ 区長 ①介護人材育成・確保

援施設の防犯対策は︒④障害

根拠なき青写真やめ
区民の困難解決を

ターの専門職は常勤で専任配

きるのか︒説明会参加も少数︒ 衡図れ︒③地域包括支援セン

区長 ①構想はビジョンの延
長線上︒暮らし・福祉中心に
バランス取れた予算となった︒

企画 ②意見募集期間は規則
の倍に設定︒説明会もきめ細

とはない︒ 土木 ③防災機能

者スポーツへの取り組みは︒

に届かず︒引き上げを︒

◆保育について

かく実施︒指摘は当たらない︒

強化等の視点等から優先路線

か所に増設︒

度介護福祉士資格取得費用助

②定員拡大数は実態直視し目

問
●

①四商通り路線用地買収

標設定を︒③区立直営園増や

教育長 ①発達段階に応じ進

り組み内容は︒

める︒幼保小の連携強化等︒

⑤区内駅ホームの安全対策の

②地域未来塾の一層の拡充等︒

状況と私鉄各線への要望は︒

福祉 ①さまざまな機会捉え

①光が丘病院改築の進め

◆地域医療の充実について

る︒②生活・就労の一体的支

問
●

方と説明会の状況は︒②順天

見台駅周辺まちづくり計画の

消等︑課題の総合的解決のた

堂練馬病院の整備予定と医療

取り組みは︒③新たな事業候

高齢施策 ①低所得者と同様︑ 教育振興 ①過小規模校の解
め再編︒②見直す考えはない︒

予定を見直す考えはない︒④

て行う︒②窓口での相談等を
する等︑高い評価︒②③子ど

ざすことを明記すべき︒

エネルギー

※９

③効果的な実施方法を検討︒

増加傾向を加味した︒③処遇

地域文化
実な実施を最優先︒

通じ一定数を把握している︒
もたちを含めた区民のニーズ

総務 ①来年度実施する実態

名増員︒配置

さらなる多段階化の効果は限

◆区長の基本姿勢について
④活動団体と共に情報発信手

今後︑育児休業取得中の保護

調査を︑第４次計画の評価と

けよ︒③﹁新しい自治﹂を創

高生や若者中心の施設をつく

段を工夫し︑環境を整える取

者に復職意向を確認する中で

今﹁憲法のしおり﹂を再び発

エネルギービジョンの見

り組みを検討︒⑤地域活動フ

行し︑区民の憲法への理解を

たらす効果は︒②都市計画道

造するにあたり︑区民の参画

見直し︑充実図るべき︒

ペースがない等課題がある︒

次期計画の策定に活用︒②現

環境 原子力発電は国の政策

時点では制定する考えはない︒ で取り扱われるもの︒原発ゼ
路第４次事業化計画を推進し

を明確にした上で新たな自治

新しい自治の創造は
区民との対話で

深めよ︒②非核都市宣言をし

ていく上で区の決意は︒③区

につながる︒所見は︒⑤今後

ロを前提とする考えはない︒

童館で中高生専用時間実施後︑

援方針を検討して本人への支

将来的に自立分散型エネルギ

生活者ネットワーク

◆介護保険事業計画について

ー社会の実現を目指す︒安定
ではないか︒この状況につい

べる遊び場など西武池袋線の

問
●

次期計画の区民意見募集

圭子

ている区は核兵器禁止条約に

内に多数存在する消防活動困

総務 ①改めて発行する考え

基本条例を制定すべき︒

①都市計画道路が区にも

難区域の解消に向けた区の考

はない︒引き続き平和推進事

きみがき

◆都市計画道路について

えは︒

業を実施︒②区は意見を言う

問
●

副区長 ①自動車交通の円滑

の地域活動には町会︑商店会︑

問
●

年以降大幅に

①今後の練馬区の課題認

ェスティバル等を通じ︑団体

を十分に把握の上︑積極的に

問
●
年少人口〜生産年齢人口が減

有効活用を進める︒
備されて９か月経過したが利

◆区長の基本姿勢について

少していく予測に対して課題

さらなる実態把握に努める︒

◆待機児童対策について
①育児休業を取得しやす

い環境としていくため１歳児

問
●

①関越高架下の施設が整

◆高架下の有効活用について

成に対する基本姿勢は︒④勤

認識は︒③平成
労世代が働きながらでも地域
活動や区の事業へ参加しやす

用者の反応は︒②西武新宿線

化や災害時の活動経路の確保

が地域活動の担い手不足解消

の高架化を目指していく上で

区民参加と協働で
次世代に引き継ぐ練馬区へ
受け入れ枠の安定的な確保が

積極的に高架下の有効活用策

たつお

必要︒所見は︒②育児休業を

にわたるインフラ整備の加速

高架下未利用区間のさらなる

石黒

横のつながりを区がサポート

早めに切り上げて０歳児クラ

が必要︒ 企画 ②税収減によ

て区の認識は︒また︑育児休

施設や在宅サービスの整備計

人に倍増︒ あわせた再編検討に着手︒引

生の居場所等の児童館機能と
業と入園状況の実態調査を︒

①第５次計画策定に向け

◆男女共同参画計画について

①来年度はスクールソー

り経済成長に依存した財政運

老朽木造住宅の密集地域では

多様な活動の支援を図る︒

画︑地域包括ケアシステム確

をどう強化するのか︒②児童

問
●

営が困難な中︑福祉・医療等

密集住宅市街地整備促進事業

区民の労働と生活の実態把握

問
●

企画 ①利用者アンケートで

活用を要望する︒

増大する行政需要に対応しな

教育長 ①育児休業取得の推

ければならない︒③アクショ

めていくとともに︑１歳児の

進に向け引き続き国に強く求
ンプラン・区政改革計画の着

による道路整備を進める︒

練馬区議会民進党・無所属クラブ

区長 ①ソフトとハード両面

する仕組みが必要︒所見は︒

い取り組みを考えていくこと

問
●

同士の交流の機会を設ける︒

一般質問︵要旨︶

定的︒③総計

便性を高めることは多くの皆

上昇額を抑えるよう設定︒②

878

33

起こしたと認識︒②ニーズ調

問
●

32

査による潜在的需要に近年の

さまの利益に資する︒

こども ①供給が需要を掘り

し保育士を確保せよ︒

30

35

年度予算編

69

９割を超える方が満足と回答

ボランティア団体等各団体の

100

39

30

福祉：福祉部長

都市農業：都市農業担当部長 地域文化：地域文化部長
教育振興：教育振興部長 こども：こども家庭部長

総務：総務部長
土木：土木部長

回答者の略称 企画：企画部長
環境：環境部長

30
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3

で住環境への悪影響等も懸念

のニーズに対応している一方

民泊は︑外国人観光客等

◆ 民泊とシェアハウスについて

実感できるまちづくりを進め

し︑区民がみどりの豊かさを

環境 ①みどりの質にも着目

農業体験農園の開園を︒

は︒②区の東部地域に新たな

定になるが︑基本的な考え方

援を継続的に行う︒

る等︑個々の状況に応じた支

士等のアドバイザーを派遣す

り組む事業者に中小企業診断

②来年度から︑事業承継に取

承継の難しさが大きな要因︒

問
●

基本的な考えは︒②今後の歳

されている︒①条例制定にあ

年度予算について

対する抑止効果を検証し検討︒ づくりを︒④大泉学園駅発着
入の見通しは︒

たっての基本的な考えは︒②

少に伴う減収は避けられない︒ 住宅宿泊事業の適正な運営を

る減収拡大︑生産年齢人口減

健康 ①地域特性を考慮し︑

明する機会を設ける等︑新規

補助制度を農業者に個別に説

①予算編成にあたっての

の空港行バスの誘致を︒⑤地

企画 ①アクションプラン・

◆平成

元町会から︑東大泉６丁目７

区政改革計画の着実な実施を

技監 ①西武新宿線立体化の

◆グランドデザイン構想につ

問
●

必要性について検討︒③引き
②安全利用との両立にはきめ
番地の区有地を地元のために

進捗状況を見極めながら都へ

平日の営業を制限する理由は︒ る︒ 都市農業 ②施設整備の

働きかける︒②道路拡幅整備

域とともに盛り上がる仕掛け

続き︑保護者のニーズに応じ
細かい管理が必要︒みどりの
開放してほしいという声が上

土木 ①公園の不適切利用に

た総合的な子育て政策を国に
区民会議での議論を踏まえ検

園を委託化し︑民営化に

も取り組む︒保育水準確保等

で

強く求める︒④今後概ね

年

◆社会全体で子育てを支える︑ 注視し︑さらなる定員拡大の

子育て支援について
①虐待に苦しむ子どもた

ちの未来を真に考える区長の

問
●
思いは︒②２０２０年から開

の課題について全庁的に検討︒ 討を依頼中︒ 健康 ④健康増

始となる幼児教育・保育の無
討︒③自動販売機事業者に︑

がっている︒積極的に検討を︒ 最優先︒②国の税制改正によ

認可外施設も対象となるよう

償化の際は︑認証保育所等︑
◆子育てしやすい街にふさわ
いて

確保する︒②多くの区民が静

山田

開設を促す︒

練馬区議会維新の会

かずよし

あなたの﹁声﹂届いてますか！

の進捗を踏まえ関係機関と協

①成案に向けて﹁区民の
声﹂をどのように取り入れて

問
●

いくのか︒②長期にわたって

議︒③区民や映像の専門家等
で構成する検討委員会を今年

の構想なので実現のためどの

かしま まさお

設置︒ハード︑ソフト両面に

用と普及について

ＥＶ車は ＣＯ ２の排出の

効果があるばかりでなく震災

問
●

時のエネルギー確保にも活用

できる︒医療救護所への外部

給電機器の設置の進捗状況は︒

か所全ての医療救護所に

環境 整備済みのものと合わ

せ

平成 年度までに順次配備︒

不特定多数の観光客等の立ち

の５年間でおよそ

題となっている︒①区ではこ

熱式タバコの健康に関する被

◆ 電子タバコへの対応について

入りで生活環境に悪影響を与

害についてどう捉えているか︒

近年中小企業の廃業が課

◆産業振興について

える可能性がある︒

所が減少したが︑原因の分析

問
●
会等を通じて直接意見交換を

は︒②事業承継支援の今後の

区長 ①さまざまな地域の集
行っていく︒②みどりの風吹

区では最

◆みどり施策と農地について

ように計画を進めていくのか︒ 穏な日常生活を営んでおり︑

かける︒ 土木 ⑤地元町会が

くまちビジョン等を改定しな

④これまでも機会を捉えバス

行う催し等︑一時的な利用は

がら順次明らかにする︒

事業者に要望︒引き続き働き

近隣への影響等を勘案した上

◆保谷駅・大泉学園駅周辺の

〜保谷区間︶の将来的な立体

で利用できるよう検討︒

課題について

練馬区議会自由民主党
しい公園づくりについて
①公園内防犯カメラの設

きる︑子どもたちが自由に遊
化に向けた決意を︒②みどり

年

％であるが年々

副区長 ①個人消費の低迷に

進め方は︒

法改正を踏まえ対応する︒

向を注視する︒ 健康 ②国の

環境 ①健康増進法改正の動

を追加し規定の整備を︒②加

①区条例に加熱式タバコ

べる環境整備を︒③使用料収
バスの保谷駅南口乗り入れに

・

減少している︒①今年は

も高い

加え︑経営者の高齢化と事業

ＺＥＨ︵ゼッチ︶⁝﹁
Ｉ Ｓ Ｓ ⁝ ﹁ Int er nat ional
N
e
t
﹂の略︒
﹂の略︒安全な
Zero Energy House
Safe School
省エネルギーに努め︑太陽光
教育環境の整備に取り組んで
発電等によりエネルギーを創
いる学校に対して︑国際セー
ることで︑一次消費エネルギ
フコミュニティー認証センタ
ー量︵空調・給湯・照明・換
ーが与える国際認証︒
気︶をほぼ賄える住宅のこと︒
︵３ページ︶
ＬＬブック⁝スウェーデン語
特定生産緑地制度⁝生産緑地
の﹁やさしく読みやすい本﹂
法の改正により︑生産緑地地
という言葉の略語︒写真や絵︑ 区指定後︑ 年を経過する農
絵文字︑短い言葉等で構成さ
地等について︑区市町村長が
れ知的障害︑自閉症等の人が
特定生産緑地として指定する
理解しやすく作られている本︒ ことにより︑買い取り申し出
時期を 年延長する制度︒

ごとのみどりの基本計画の改

問
●

入を上げ︑発災時は飲料確保
向けた状況や見込みは︒③﹁映

や指導︑調査の権限を持つた

社の事業

区長 ①子どもたちを目に見

立保育園の民営化推進を︒

もできる災害時対応型自動販
像文化のまち構想﹂について︑

めにも︑事業者・区民挙げて

スポットビジョンスクリーナ
ー⁝６か月の乳児から使用で
きる視機能検査機器︒

800

①西武池袋線︵大泉学園

える形で具体的に幸せにする
売機設置の検討状況は︒④公

の巨大調節池が水辺環境等の

主不在型の場合に管理人配置

23

問
●

ことが行政の役割︒子どもた
園・児童遊園における喫煙の

価値を損なうことを危惧︒認

や駆けつけ体制を求めるべき︒

10

1

区の緑被率は

ちの福祉向上のため全力で取

②新たな白子川河川整備計画

大泉で映画祭を開催する等地

に盛り込まれた大泉井頭公園

針は白紙にすべき︒小竹小は

域の核として施設の複合化・

能の保全等への配慮をすでに

24

問
●

り組む︒ 教育長 ②特別区等
在り方について議論を︒

小竹小等３校の統廃合方

◆小竹小等の統廃合について

早期に建て替え︑旭丘小は小

問
●

一般質問︵要旨︶

と連携し強く要請︒国の動向

①前区長は児童相談所の

見解を変えたのか︒②児相設
規模校の良さを生かしたモデ

区移管に積極的だった︒なぜ
置に取り組む他区を﹁無力で
ル的な整備等充実策を講じ︑

記

不幸な子どもたちを利用した

注

﹃政治的﹄パフォーマンス﹂

区長 ①東京での児童相談行

と誹謗した発言を撤回すべき︒ 新たな整備にあたっては︑地

定を行うことは考えていない︒

◆民泊条例の課題について

学校施設の改築等の課題を総

都に申し入れ︒③雨水は河川

※4

認知症リンクワーカー⁝スコ
ットランドで始まった認知症
の早期サポート制度︒認知症
に関しての知識を持っている
保健師や看護師等が︑認知症
と診断された高齢者の自宅を
訪問し︑支援を行っていく︒

地域未来塾⁝家庭での学習が
困難な児童・生徒や︑学習習
慣が十分身に付いていない児
童・生徒に対して︑学校が放
課後等に大学生や教員ＯＢ等
地域住民の力により︑学習支
援を行うもの︒

30

政は︑基本的に広域行政の性

児童相談所を区に！
障害者差別解消条例を！

成二

合的に解決するため示した方

の在り方については今後の研

コジェネレーションシステム
⁝二つのエネルギーを同時に
生産し供給する仕組み︒まず
発電装置を使って電気を作り︑
その際に排出される熱を回収
して給湯や暖房等に利用する︒

10

格を持たざるを得ないと考え
る︒②なぜ区が設置すべきな

市民の声ねりま

池尻

識は︒③白子川雨水調節機能 差別解消に取り組むためにも︑
の分散は西東京市との協議を︒ 区として率先して条例制定を︒ ︵２ページ︶
生産緑地の２０２２年問題⁝
土木 ①石神井公園は都が優 福祉 区は利用者対応の最前
２０２２年に生産緑地が都市
先的整備公園と位置付け事業 線として︑具体的な取り組み
計画決定後 年を経過し︑買
を着実に進めることが重要︒
取り申出をすることができる
都との役割分担に基づき適切
ようになることから︑都市農
に対応進める︒独自に条例制
地の急速な宅地化が懸念され
る問題︒

のか︑具体的︑論理的な話を
いただきたい︒発言を撤回す

計画のホテル・旅館制限地域

民泊条例について①地区
多機能化を図ることを求める︒ に取り組んでいる︒今後も︑

では民泊も営業制限を︒②家

問
●

べきとの話は理解できない︒

素案に対し自然環境や親水機

教育振興 過小規模校の解消︑ 都が進めるのが適切︒②計画

針案を撤回する考えはない︒

外環・外環の２沿道地区

◆アクションプランについて
は︑住民との協議が進まない

問
●

まま重点地区まちづくり計画

状況等を踏まえ複合化を検討︒ 都と適切な治水対策を協議︒

流域で一体的に処理するもの︒ 健康 ①地区計画による制限

技監 今後︑まちづくり協議

究が必要︒②国のガイドライ

の区域指定を行うべきでない︒ 整備の際は周辺の区立施設の

◆ 障害者差別解消条例について

ン踏まえ︑届出の際に苦情対
応体制確認し指導・監督行う︒

障害による差別や配慮の
欠如の訴えに対し︑あっせん

問
●

◆公園管理の課題について
①三宝寺池が区に譲与さ
れた︒区民の活動拠点である

問
●

会の設置等︑まちづくりの進
め方について︑町会や自治会
をはじめ地域の皆さまと相談

30

※7

※8

※9

※1

※2

※3

※5

※6

問
●

し︑意見を聞きながら進める︒ 石神井公園の区移管検討を︒

置拡充を︒②ボール遊びがで

問
●

30

ざまな区民の意見を聞き検討︒ わたる構想づくりを進める︒

子どもたちの未来のため
まっすぐに政策実現

進法改正の動向注視し︑さま

国に働きかけを︒また︑より
一層の定員拡大を︒③育児休
業の延長は︑保育園に入れな
いことが前提条件︒延長する
ために入園申し込みをする方
もおり︑待機児童発生を助長
している︒育休法の抜本的改
正の働きかけを︒④サービス

◆電気自動車︵ＥＶ車︶の活

入れ替えや設置の可能性の検

10

◆ 児童相談所の区移管について

向上と財政効果の観点から区

10

31
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