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年度一般会計ほか︑４特別会計予算を

正を︒︻保健福祉費・介護保
携強化を︒②スポーツや芸術

ブの校内設置を︒④保育所の

場の早期実現を︒④大泉学園

期事業化を︒③武蔵関駅前広

荻から東伏見区間立体化の早

問強化を︒⑤体育館空調機は

ソーシャルワーカーの家庭訪

不登校対策のため︑スクール

早期に全校設置を︒⑥トイレ

需要分析の徹底を︒⑤のびの

の洋式化は校舎配置に合わせ

びひろば事業の体制整備を︒

駅や石神井公園駅から順次ホ

整備を︒︻こども家庭費︼①

の分野で将来有望な青少年に

ームドア設置を︒⑤光が丘駅

対し活動支援を︒③学童クラ

と小竹向原駅に２系統目エレ

ぴったりサービスの周知を︒

険会計︼①生活保護の不正受

暮らしに安全・安心を届けるまち練馬へ！

ベーターの早期設置を︒⑥み

特別会計予算

年度練馬区一般会計

複頻回受診者への指導強化や

健指導の受診率向上を︒⑦重

援協議会の設置を︒⑧練馬区

配慮者の居住安定化へ居住支

れ早期実現を︒⑦住宅確保要

間隔運行と保谷駅南口乗り入

支援ショートステイ対象年齢

全確認のできる体制を︒⑤要

に対して︑ 時間子どもの安

底を︒④虐待や緊急保護要請

共通ダイヤル１８９の周知徹

③児童虐待の相談窓口︑全国

人︶

予算ならびに

ジェネリック医薬品推進を︒

無電柱化推進計画の早期実行

練馬区議会公明党︵

②のびのびひろばの周知を︒

給について︑納税者に誤解を
生まぬ事業執行を︒また︑ギ
ャンブルに関する指導を︒②
緊急一時保護事業利用者のう
ち︑働ける年齢の者の就労支

分

者への働きかけ強化を︒④は

に賛成する︒今予算は︑福祉

⑧健康アプリで健康づくり推

を︒⑨橋梁の計画的維持管理

どりバス南大泉ルートの

底を︒③特殊詐欺被害防止の
つらつセンターの充実を︒⑤

や子どもに関する経費は全体

進を︒︻産業経済費・環境費︼

援強化を︒③ジェネリック医

ための啓発活動を︒④臨時災
介護保険が今後も持続可能な

①ねりま商談交流会の事前相

平成

害放送局の開局・運営体制の

の約 ％であり︑子育て︑教

険事業会計・後期高齢者医療

費・地域文化費・国民健康保

⑥職員育成の充実を︒︻区民

・装備品のさらなる充実を︒

・公共駐車場会計︼①国とネ

築を︒︻都市整備費・土木費

⑦地域包括ケアシステムの構

る︒︻都区財調・財政計画・公

いた施策が予算化され評価す

が会派がかねてから要望して

あるリハビリ専門職の活用を︒ で取り組んだ結果である︒わ

護予防事業に医療的裏付けの

債費︼①ふるさと納税による

作成を︒⑥地元商店街とコラ

世界都市農業サミットのロゴ

承継支援の継続的支援を︒⑤

財産権保護に支援を︒④事業

参加促進を︒③創業時の知的

談実施を︒②個店のまちゼミ

級全員受験の推進を︒②いじ

導入を︒︻教育費︼①英検３

教室にバーチャルリアリティ

ア導入を︒⑪自転車交通安全

ール遊びのため︑タイムシェ

を︒⑩公園のペット散歩やボ

日町児童館を中高生拠点とし

に待機児童ゼロ実現を︒⑨春

全校実施を︒⑧平成 年

を︒⑦ねりっこクラブの早期

祖父母向け子育て情報の発信

を０歳から 歳に︒⑥父親や

園の開園後は︑広く区民に開

③︵仮称︶練馬総合運動場公

着工を︒③西武新宿線立体化

欲醸成を︒②練馬城址公園に

まちづくりの取り組み強化と︑ 務費︼①管理職育成と昇任意

早期実現に向け︑新宿線沿線
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公平性確保を︒︻議会費・総

③特別交付金算定の透明性・

入でごみ分別方法周知を︒︻保
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を拡充しメダルプロジェクト

型家電回収ボックス設置場所

事業の常設窓口設置を︒⑨小

口設置を︒⑧フードドライブ

⑦生産緑地新法対応の相談窓

と将来を見越した対応が︑ソ
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ども︑高齢者︑医療・福祉分

への空調設備の早期設置を︒
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︻都区財調・財政計画・公

都市農地の保全を︒③世界都

生産緑地への対応強化を︒②
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夜間照明の設置を︒︻産業経済

多目的運動広場の人工芝化や
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の努力を︒⑨年度末に道路工

⑧公共駐車場等の収益性向上
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ベーター設置を︒⑦シェアサ

小竹向原駅と光が丘駅にエレ

計︼①クレジットカード︑ペ

事業会計・後期高齢者医療会
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公共施設改修改築の長期的計
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無料公衆無線ＬＡＮの早期設

⑤帰宅支援ステーション等に

⑧北保健相談所等複合施設の
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潜在介護福祉士向けセミナー
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援助等

歳までの

事業も基準が引き下
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すべきと求め︑以下要望する︒

区民の困難を解決する予算に

児童相談所の設置より︑子ど
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⑦空き家の転用促進およびご

も家庭支援センターの役割強
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⑧東庁舎・職員研修所等の空

⑧喫煙マナー向上のための取

化に注力し児童相談所との連

増加したうち︑
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ばぬよう対策を︒⑩区立施設
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制防ぐ対策を︒⑨生活保護費

よ︒⑧介護﹁卒業﹂等利用抑

者層の介護保険料を引き下げ

へ支援強化を︒⑦低・中所得

今こそ区民の声に耳を傾け︑

を推進している︒
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フト︑ハード両面においてバ
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区立小中学校体育館への空調
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ランスよく入っており︑区の

⑥﹁ふるさと納税﹂による減

マルシェのＰＲ強化を︒⑤産

設備設置は地域バランスの考

認可保育園の増設を基本とし

予算額は対前年度比で

サービス全体を着実に底上げ

収対策に︑特色ある施策の創

業振興につながる事業環境の

バリアフリー化充実を︒⑨徘
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していることを評価する︒特

設を︒⑦﹁公共施設等総合管

イジー納付の導入を︒②滞納

者医療会計の

に全ての区立小中学校体育館

慮を︒④学校のトイレの洋式

高く評価する︒区政改革計画

会費・総務費︼①入札および

館の駐輪場の目的外利用の是

歳の保育や１年の細切れ

に基づき︑費用対効果︑受益

契約事務は︑区内事業者の育

〜
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成と雇用確保に努力を︒②災
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認可保育園中心の整備で待機児ゼロの実現を

て整備を︒⑩旧情報公開室に

放を︒④総合体育館の早期改

関係機関との連携強化を︒④

レポーターに災害時や積雪時

縮の手法含め計画的に活用を︒ ボしたねりマルシェの拡大を︒ めの認知促進を︒③難聴学級

育︑福祉施策の向上を最優先

会計︼①町会・自治会の加入

クスコに対し東京外環道の早

減収対策を︒②起債は残高圧

月

促進強化を︒②オリンピック

期完成の要請を︒②大江戸線

しを行い︑区民サービスの充

築を︒⑤国民健康保険制度の

水害の無い街の実現を︒⑤補

の協力依頼発信を︒④映像文

リックビューイングの実施を︒ 延伸は都と緊密に連携し早期

・パラリンピックの際にパブ

薬品の使用率向上のため関係

整備を︒⑤避難拠点の備蓄品

制度となるよう工夫を︒⑥介

害時協力登録車制度の周知徹

各会派の意見表明・討論
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審査するため︑今定例会初日に議長を除く全議
田中ひで

浅沼敏幸︶を設置し︑ 日間

員により︑予算特別委員会︵委員長
かつ︑副委員長
にわたり慎重かつ厳正な審査を行いました︒
各会派から出された意見表明・討論の要旨は︑
次のとおりです︒
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実と持続可能性の確保の実現

新制度への円滑な移行と安定

号線の早期事業化を︒⑥

児童青少年センター設置を︒
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の移動等介助員費増額を︒④
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助
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ねりま﹂のさらなる推進に向

30

決断は︑わが会派が長年にわ

けて︑アクションプラン・区

運営を︒⑥こどもアートアド

練馬区議会自由民主党︵
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た待機児ゼロに背を向け︑

ことを強く要望する︒

年度予算は︑﹁改革

30
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便運行の実現を︒⑫

⑪早期にみどりバス全ルート
倒し支給を小学校でも実施せ

は充実させ︑入学準備金の前

の演壇へスロープ等の設置を︒ 計画は見直しを︒⑮就学援助

の充実を︒︻保健福祉費︼①

し︑売り上げにつながる支援

街の個店とのつながりを強化

高齢者施設と連携を︒②商店

も家庭費︼①認可保育所の早

障害者雇用の検討を︒︻こど

ルサポートスタッフの導入は

公開の日曜実施を︒②スクー

の推進を︒︻教育費︼①学校

子マネー導入を︒②無電柱化

無電柱化は狭く危険な道路を

分
よ︒⑯これ以上の区立保育園
生活保護受給者の健康管理の

で
優先に︒⑬教員の増員を求め︑ の委託化・民営化はするな︒

これからの時代こそ︑ボトムアップで実行を

の独立再編を︒④特養設置増

練馬区議会立憲ねりま︵１人︶

年度予算は︑前年より収

りの寄付額の上限設定をする

くなっているので︑一人当た

①ふるさと納税の影響が大き

要望を申し上げる︒

が進むよう期待し以下意見・

今後もさらに﹁改革ねりま﹂

⑤ペットショップや猫カフェ

があるので取り締まりを︒

や事故に巻き込まれる可能性

④民泊の無許可営業は︑事件

まな支援に努められたい︒

歯止めをかけるため︑さまざ

③中小企業の店舗数の減少に

立ち上げを︒③公的施設を活

活用に向け庁内検討チームの

報システムＧＩＳの全庁的な

能の向上を︒②統合型地理情

教育委員会と連携し︑相談機

護者の保育料格差を是正せよ︒

完的な認可外保育所も含め保

働と賃金体制で︒⑧保育の補

育の人材確保は︑同一価値労

や文化を学ぶチャンス︒⑦保

オリ・パラは︑諸外国の言語

①若者の消費トラブルが急増︑ への負担軽減を︒⑥２０２０

動向等から事業展開には不安︒ 重視を︒⑤学校給食時の担任

より︑介護と医療連携で在宅

など国に働きかけられたい︒

用した地域包括支援センター

に新電力の活用を図られたい︒ 入増の予測だが︑今後の経済

削減は評価するが︑今後さら

練馬区議会維新の会︵１人︶

年度予算および各特

維新だからできる 身
｢を切る改革 ｣

平成

計画に地域住民の声を反映さ

の衛生管理の強化を︒

別会計予算に賛成する︒

保育所︑学童の待機児童な

②練馬庁舎での電気使用料の

期整備を︒②保育所入園のた

プランについては数値目標の
せよ︒⑦教員の負担軽減のス

ターの事業周知を︒︻都市整

明確化を︒︻総務費︼職員の
ど困難に直面する区民に向き

ロ政策の中心に据えよ︒

徹底を︒②地域包括支援セン

人学級の実施を︒

税制改正やふるさと納税等

合う姿勢が不十分であり反対︒ クール・サポート・スタッフ

⑭学校統廃合進める適正配置

全学年で

による区財政への影響が今後
メンタルヘルス対策の仕組み

は非常勤ではなく教員の増員

する労務相談情報を区ホーム

援せよ︒②夜間や土日も対応

認可の増設を︒⑨育児支援ヘ

れ︒就学前までの切れ目ない

平成

都区財政調整交付金に頼る区

オンブズマン練馬︵１人︶

年度予算︑一般会計

①児童相談所の区移管を︒②

自転車駐車場新規整備を︒⑩

アサイクルの運用見直しを︒

民泊へ的確な指導を︒⑨シェ

すること︑従事者が誇りを持

税金等の使い道を区民に報告

善を︒⑤指定管理者制度導入

法が分かりづらくなった︒改

めるあまり住民票等の発行方

環境づくりを︒④効率化を求

生活ネット

市 民 の 声

新

オ ン ブ ズ

市民ふくし

立憲ねりま

結

民進無所属

維

党

１人

1人

般

○

○

×

○

×

×

○

×

×

×

可決

国民健康保険事業

○

○

×

○

×

×

○

×

×

○

可決

介

険

○

○

×

○

×

×

○

×

×

○

可決

後期高齢者医療

○

○

×

○

×

×

○

×

×

○

可決

公 共 駐 車 場

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

可決

公

自

民

明

産

党

1人

共

党

1人

生活者ネットワーク︵３人︶

掲示物︑回覧板の回覧物は町

ルパーは虐待の未然防止や育

政運営を続けてはならない︒

具体的な政策が見られない︒

・国民健康保健事業会計・介

キャッチフレーズだけの政策

福祉政策・商工政策・病院問
例年通り多額の都区財政調

では区民の信頼もなく行政責

題などすべてにおいて的確で
整交付金に依存する予算で︑

任は果たせない︒豊かな区民

護保険会計・後期高齢者医療

先行きに不安を感じる︒行政

会計案に反対︒

自ら経済の現状に対応する施

生活のため︑まず︑区は財政

区の発行文書等は西暦併記徹

って働ける環境を整えること

施設が休館を伴う改修改築を

2人

区民と向き合い︑対話による区政を

も懸念されることから︑引き
作りを︒︻区民費・地域文化
①生きづらさを感じる若年単

め︑区民参加と協働のもと積
会の負担軽減につながるルー
ページで知らせよ︒③区民が

児不安に対応できる人材育成

年保育は細切

極的に区政運営に取り組まれ
ル作りを︒③勤労世代が地域

空き家を活用し地域を活性化

を区の責任で︒⑩地域包括支

歳児

ていくことを強く要望し平成
活動に参加しやすい環境整備

するため﹁空家活用条例﹂の

援センターの訪問支援事業は

策に乏しく︑区政の行き先に

力の向上を図るべきである︒

底を︒③事務事業評価等の再

白子川源流部の調節池計画は

が区の役割だが︑いまだ不十

する場合︑現場に対する配慮

平成30年度予算に対する各会派の態度

練馬区議会民進党・無所属クラブ︵４人︶

続き注視していくことが重要
費︼①庭球場の適正利用への
で︒⑧

年度予算に賛成する︒︻都
を︒︻産業経済費︼①農福連

制定を︒④みどりの基本計画

居家族がいる高齢者も対象に︒

は多くの不安がある︒漫然と

幅広い視野を持つ区政運営への転換を

市民ふくしフォーラム︵１人︶

開を︒④地域集会所から情報

景観や親水空間に配慮するこ

分︒①若年女性への支援は継

果

である︒また山積する将来課
身女性への支援は︑家族も支

区財調・財政計画︼①ＫＧＩ
携事業については︑障害者︑

を︒⑤外環青梅インターは﹁重

⑪介護保険︑国民健康保険は

高齢者のみ世帯だけでなく同

点まちづくり計画の検討﹂を

軍事費削減︑福祉予算増額な

﹂の堅持

撤回し住民と話し合うことか

ど抜本的見直しを国に求めよ︒

改定では﹁みどり

ら始めよ︒⑥白子川河川整備

﹁保活﹂や負担増で苦しむ区民の声に耳を
市民の声ねりま︵２人︶

区計画区域の用途制限地域で

発信や講座等の実施を︒⑤石

と︒⑪保育所等待機児童解消

続した居場所づくりを︒②若

についてルールづくりを︒⑥

3人

保

子育てをはじめ︑区政喫緊

神井観光案内所の充実を︒⑥

へ緊急対策を︒地域型保育事

者支援から外れることの多い

4人

護

の課題に真伨に向き合うべき︒ の民泊規制を︒家主不在型の

生け垣の維持管理に支援を︒

業の連携施設確保を︒⑫社会

公会計化を視野に入れよ︒

5人

一

区民の生活の安心を保障し︑ ンスに取り組み︑働きやすい

⑦医療機関での障害者差別防

保険料負担増の中︑生活に寄

代の生活課題への目配りを︒ 学校徴収金管理システムは︑
り添う姿勢を明確に示すべき︒ ③区職員のワークライフバラ

12人

会 計

1

止へ啓発・助言を︒障害者の

14人

会派名

30

3

移動支援の運用改善を︒⑧地

＊自民党の議員数は、議長を除いた人数

○賛成 ×反対

30

指標の導入を︒②アクション

予 算 特 別 委 員 会

年度予算・区行政に具体的な運営力無し

取り組みを︒②町会掲示板の

めの指数のさらなる研究を︒

30

題に対しても明確な目標を定

備費・土木費︼①駐輪場の電

⑰認可保育所整備を待機児ゼ

1

30

区民参加と協働を根幹としたまちづくりを

30

30

30

30

40

区
より
り
区 議
議 会 だ よ
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