ＥＳＣＯ事業⁝施設の省エネルギー化にかかる全ての経費を光熱水費の削減分で賄う事業︒

後の取り組みは︒

地区の市街地再開発事業の今

が必要︒所見は︒③駅南口西

公園を結ぶ道路への歩道設置

らないと考える︒③今後も調

を目指すもの︒区は対象にな

入は困難︒②事業は技術開発

見込めるか等課題も多く︑導

環境 ①さらなる節減効果を

①病院の増築︑増床工事

完了後︑区民にとって良くな

副区長 ①西武池袋線から和

病院について

る点は︒②三次救急の整備を
田稲荷神社は来年度終了予定︒ 査・研究を深め取り組む︒

問
●

意は︒②コンビニを認知症高
希望︒実現に向けての区の考

①二期目に臨む区長の決

齢者の見守り拠点にすること
えは︒③﹁医療施策検討委員

◆区長の基本姿勢について

への批判について区長の感想
和田稲荷神社から石神井公園

問
●

は︒③区民参加と協働への思
は
①石神井公園駅で開催さ

着工を実現したい︒ 技監 ②

①方策の再点検が必要︒

めの第Ⅱ期整備予定地借用に

せる環境に︒所見は︒

て︑充実した放課後等を過ご

所見は︒②スピード感を持っ

問
●

関する都︑組織委員会の打診

教育長 ①﹁防犯・交通安全

①シャトルバス運行のた

成について

伸の意義等を区内外に広く発

対策に関する取組実態調査﹂

問
●

信︒③新駅設置予定の３駅周

の結果をもとに総点検を実施

さまざまな団体等と連携し延

戦略を提案し成果に結びつけ

照明設備の設置等で多目的運

辺等でまちづくりに取り組む︒ への回答︑進捗は︒②公園の

し有効な対策を講じる︒②学

①中小企業支援は具体的

◆中小企業振興について

ることが重要︒所見は︒②事

◆町会・自治会加入促進につ

動広場の利用状況はどう変わ

問
●

副区長 ①相談員が事業所等

業承継の捉え方と対応は︒

るのか︒③オリンピック・パ

①行政︑町会・自治会が

いて

いて

◆乳幼児期保育サービスにつ

クラブの設置を推進︒

童クラブの校内化︑ねりっこ

大江戸線延伸確定︑工事着工を加速

一体となり加入促進キャンペ

問
●

び付く︒中小企業診断士等派

ラリンピックと多目的運動広

に出向いて継続的な相談を行
い︑事業者の強みを経営改善
に生かせるよう対応︒②承継

遣し個々の状況に応じ相談等︒

がることを要望︒区の考えは︒ の困難さが企業の休廃業に結

れるマルシェが区内各駅に広

問
●

◆農業振興について

会﹂からの提言を受けての区

年

年度の完了を目指す︒②

の方向性は︒

は︒⑤新たなビジョンは
地域の意見を聞き取り組む︒
②害虫を駆除するために必要

①今後の待機児童対策に

ンペーンや情報発信を展開し

意は︒②協働によるＰＲキャ

合った活動で加入率の低下を

ーンを実施しては︒②地域に

え︒利用方法等を検討中︒②

地域文化 ①協力していく考

Ⅱ期整備スケジュールは︒

場の整備の関係で︑今後の第

区長 ①さらなる需要増加が

制度の構築が必要︒所見は︒

在宅子育て世帯に対する支援

の無償化施策への考えは︒③

ついての区長の考えは︒②国

問
●

が︑全区的に広がることを希

地域文化 ①新たにキャンペ

防げるのでは︒所見は︒

強

望︒区の所見は︒

所見は︒③延伸に合わせた環

機運高揚を図ることが必要︒

かしわざき

③再開発準備組合を引き続き

副区長 ①事例を紹介し︑農

練馬区議会自由民主党

支援︒丁寧に合意形成を図り

業者等に働きかける︒②関係

①延伸に対する区長の決

入れ体制の拡充︑外来患者の
ながら取り組む︒

問
●

◆ 地下鉄大江戸線延伸について

な野焼きについて︑理解のた
めの広報が必要︒所見は︒③

受療環境の改善等︒②困難な
◆脱炭素社会について

都市農業を生かした福祉事業

と協働﹂から﹁参加から協働
状況︒実現できるよう関係機

西山 きよたか

へ﹂とさらに前に進めなけれ
関等と協議進める︒③提言内
※１

での子育ての関係の整理が明

人の定員拡

方検討会議﹂を４月に設置︒

の全面開園を目指す︒

らかでない︒子育ての基本的

区長 ①区の発展を支える重

大等︒②③幼児教育等と家庭

ネル展示等︒②町会役員等か

年度中

見込まれるため

③練馬ならではの福祉的就労

当初計画どおり平成

利用枠が大幅に増加︒③工事

みを研究し実施されたい︒所

らなる﹁町会・自治会のあり

の一時休止が想定されるが︑

容を尊重し地域の実情等に即

の場の提供等推進に取り組む︒ 要なプロジェクト︒必ず早期

境づくりを行うべき︒所見は︒ ーンに取り組みイベントでパ

した施策を具体化していく︒
見は︒②環境省の補助事業の

あり方と当面の対応策を明ら

機関と連携し周知に努める︒

織となるよう取り組む︒企画

公募に参加を︒所見は︒③省

◆学校の安全・安心確保につ

かにするよう国に強く求める︒

いて

④国民健康保険のレセプトを

施等︒②さらに理解を深める

簿更新のため︑現況調査を実

医療関係者同士の信頼関係を︒ 副区長 ①災害時要援護者名

いのヘルプマークの普及を︒

①多剤服用の情報周知を︒ 設の普及啓発を︒⑤内部障が

トの普及とお薬手帳への添付

活用し相談体制を︒⑤お薬手

②減薬・適正化の推進を︒③

は︒②ひとり暮らし高齢者等

帳の１冊化推進で薬の管理を︒ ための取り組みを充実︒③ソ

①医療と介護の連携シー

訪問支援事業のさらなる改善

問
●
◆ 保育所待機児童対策について

を︒③住宅セーフティーネッ

かった理由は︒②待機児童ゼ

問
●

①待機児童が解消されな

一般質問︵要旨︶

◆大泉学園町希望が丘公園と

上への効果の分析を行う等︑

った段階で活用の必要性を検

問
●

東京２０２０大会への機運醸

検討︒②医療機関の情報を集

を︒

Ｔを活用した教育交流を︒

士の交流を積極的に︒⑥ＩＣ

討︒各団体と協議の上情報提

⑥妊婦時期からの入園希望調

送迎バスによる保育体制を︒

地域偏在等を精査すべき︒⑤

対応を検討︒⑤薬剤師会等と

を支援︒④訪問指導事業での

老木化について樹木医の点検

は︒③石神井川沿いの桜並木
の無料化を実施し︑受診率の

への助成と必要とする家庭へ

アプローチは︒②子ども食堂

ある子どもの問題点の認識と

①盲ろう者の実態把握と

練馬区議会公明党

問
●

①大きく成長した街路樹

協働への意識啓発を︒

みどりの葉っぴい基金と区民

りにおける桜並木の維持管理

の維持管理は︒②大泉学園通

問
●

◆街路樹等の管理について

⑤総合福祉事務所で配布等︒

的包括的な自転車教育を︒②

査を︒⑦教育無償化による待

高齢施策 ①お薬手帳と合わ

向上を︒②土・日の健診と子

◆友好都市交流について

◆高齢者施策について

エネルギー等で地域の活性化

①ＥＳＣＯ事業の取り組

⑤長期的見通し等を明らかに
◆石神井公園駅周辺のまちづ
号線の今後の整

くりについて
①補助

備は︒②補助 号線と和田堀

問
●

した上で︑当面５年間で取り

◆順天堂大学医学部附属練馬

①前川区長の目指す練馬

◆区長の基本姿勢について

問
●

約し周知︒区の一時保育サー
③今後さらに拡大︒早い段階

ビスの活用も含めさらに検討︒ 補助事業は内容が明らかにな

副区長 ①世界都市農業サミ

で予防できるよう検討︒④受

フト・ハード両面で充実に取

通じ可能性を検討︒②検討︒

り組む︒④当事者の視点に立

③④⑤行政レベルの交流も視

健康 ①分かりやすい周知を

③新たな少子高齢社会に対す

検討︒②薬剤師会等と連携し

る施策は︒④商店街振興の基

トの支援体制の充実を︒④介
◆交通安全対策について

護人材の確保と事業者のＡＩ

◆子どもの貧困について

子育て支援事業計画中間見直

野に入れ長期的な視点に立ち

診状況を継続的に把握し勧奨︒ 供︒③他自治体の動向等注視︒ ロを目指し対策は︒③子ども

検討︒ 教育長 ⑥検討︒

った施設やサービスを検討︒

区長 ①グランドデザイン構

啓発︒③情報共有と連携強化

本的考えは︒

導入に補助を︒
自転車危険運転行為をする違

機児童の状況について考えは︒

せて収納できる手帳カバーを

どもを預けて健診できる体制

副区長 ①教育や生活支援︑

かした練馬型こども宅食を︒

際︑保護者に周知等︒④警察

①特定健診の自己負担金

を︒③糖尿病重症化予防につ

の協力得ながら効果含め検討︒ 連携して検討︒⑦国の動向を

問
●

大を︒②交流に参加した生徒

いて受診勧奨対象者の抽出基

保護者への就労支援等を総合

性化に努める︒

が多文化共生の担い手として

的に進めることが必要︒福祉

ヘルス計画について

①未就学児を含めた全体

反者に対して厳しい指導を︒

区長 ①地域における需要と

連携しさらなる周知に努める︒ を強化すべき︒④財源として

問
●

③乳幼児等に対してのヘルメ

供給のミスマッチの拡大等︒

含め薬局でも配布︒②区民ボ

①経済的に困難な状況に

ット着用を︒④重大な危険箇

教育長
人の定員拡大等︒

◆ 共生社会の取り組みについて

副区長 ①樹種ごとに適正に

問
●

しは実態と乖離︒分析は︒④

◆練馬区国民健康保険データ

所に白点線標示や３Ｄ標示の

②

ランティアによる見守り等必

剪定︒②計画的に植え替え︒

活躍できる場を︒③経済︑観

準拡大を︒④受診勧奨者の無

高齢者対策・障がい者との
共生社会の実現を

安全対策を︒⑤自転車損害賠

③地域における需給のミスマ

要な支援につなげる︒③居住

適切な維持管理に努める︒③

交通安全対策強化で
子ども・区民の命を守れ

土木 ①親子で学べるリーフ

償保険の加入義務付けを︒

ッチが予想以上に拡大︒④地

災害時支援を︒②東京２０２

健全度診断等実施︒④練馬な

関心層へのさらなる勧奨を︒

注視し︑影響予測調査も実施︒ ◆高齢者の多剤服用について

710

斉藤 静夫

レットを作成︑保育園等での

域的な需要をさらにきめ細か

社会の実現を︒③障がい者が

れ︑入居支援等について協議︒ ０大会を機に障がい者の共生

支援協議会の設立を視野に入

スポーツを楽しめる施設や環

光等の国際交流に対するビジ

宮原 よしひこ

の周知は︒③﹁フードパント

配布を検討︒②警察に一層の

く算定︒⑤事業効果等を精査

④面接会等の充実を検討︒施

練馬区議会公明党

リー﹂と﹁子ども宅配﹂を生

強化を求める︒③健康診査の

した上で検討︒⑥関係部署と

設の状況を把握し検討︒
ョンを明確に︒④人的交流の

⑤他区の動向を注視し研究︒

①友好都市の交流国の拡

710

らではの新しい仕組みを作る︒
と教育の連携等で支援︒②都

問
●

33

境整備を︒④利用しやすい施

区民 ①他自治体の受診率向

し商店街連合会と連携して活

④個々の商店会の状況を把握

産業経済
需要に適切に対応︒

医療・介護・子育て支援等の

貫性と継続性により策定︒③

姿を実現︒②改革ねりまの一

想に描いた区民の生活や街の

②新ビジョンに対する考えは︒ ットを機に参加国との交流を

区と改革ねりま第Ⅱ章とは︒

132

132

意見交換等を行う︒

組む事業等を示す︒区民との

問
●

域の声を敏感に感じ取れる組

練馬区議会自由民主党

石神井公園駅周辺の
安全・安心な街づくりを

地域医療 ①入院患者の受け

34

ばならない︒ 人事戦略 ④地

に反し残念︒③区政を﹁参加

政を変えていきたい︒②事実

区長 ①区民感覚を基本に行

ように反映するのか︒

考えは︒また区民の声をどの

以上の長期的な視点も必要︒

10

拡充を︒⑤経済や行政機関同

一 般 質問は、６月12日・13日・14日の３日間、11人の議 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、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。

※1

いは︒④組織づくりへの所見

2
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区
議 だ
会会
だ議
よ区
り
り よ

さまざまな手法を活用し引き

②目標とする考えはない︒③
げを︒②国・都に対し財政支

ではないか︒保険料の引き下

事実を認識していただきたい︒ 過重負担の解決はできないの

知︒生活相談窓口では相談者

中心に関係機関と連携して周

考えはない︒②福祉事務所を

福祉 ①国に反対意見を言う

へ﹂とさらに前に進めなけれ

区長 区政を﹁参加から協働

のか︒

参加と協働を今後どう進める

掲載する等︑内容の充実を図

待︒ 技監 ③ホームページで

極的に交渉︒大きな進捗を期

ら業務を受託し︑計画的・積

ながら検討を進める︒②国か

について︑地域の意見を聞き

の防犯防火意識の向上等に利

し区民事務所等で配布︒区民

危機管理 ①６万５千部発行

の無料配布を検討されたい︒

ための電波発信機﹁ビーコン﹂

い︒⑤小中学生の所在確認の

教育長 ①地域における需給

行政が情報共有を︒

導型保育整備のため︑企業と

保育需要の把握を︒④企業主

付時にアンケート等を実施し︑

生した要因は︒③母子手帳交

問
●
改革ねりま第Ⅱ章で区民

◆区長の基本姿勢について

続き待機児童解消に取り組む︒ 援の強化を求めよ︒③多子世
◆大泉井頭公園の整備と白子

に適した支援を案内︒

①選挙結果の受け止めと

低投票率の原因︑投票率向上

区民 ①持続可能な制度とし

帯の均等割を軽減せよ︒

水空間として整備を︒③治水

泉井頭公園は環境を守り︑親

取得を行うことでの変更点は︒

後どうするのか︒②都が用地

因︒地権者との合意形成は今

地取得の遅れが工期延長の一

解消されていない︒
問 ①練
●

区民の治安に対する不安感は

かけを強める︒④引き続き︑

③設立に向けた地域への働き

加を徹底し丁寧に進めてきた︒
今後もこの姿勢は変わらない︒

②供給増加に伴う需要の掘り

起こし等で︑特定地域の保育

需要が見込み以上に増加した

と認識︒ こども ③関係部署

と連携し検討︒④事業者への

◆ 学童クラブ待機児童について

情報提供の方法について検討︒

①待機児童発生地域に計

画的に民間学童クラブを開設

●
問

できるかが課題︒所見は︒②

副区長 ①地権者へ丁寧な説

の設立数と内容は︒③小中学

は︒②地域防犯防火連携組織

◆保育所待機児童について

例も参考に導入について研究︒ ついて所見は︒

今後の高学年児童受け入れに
明を行うよう事業者に要請︒

等効果的に対策を進める︒②

クラブ等を優先的に整備する

こども ①引き続きねりっこ

③区としても雨水流出抑制対

①今年度待機児童が解消

しなかったが所見は︒②１歳

問
●

策を実施等︒関係自治体とは

め︑地域防犯防火連携組織を

の店舗でイベントや研修を実

施︒③④研修講師を養成︒地

域包括支援センター等に講師

養成講座の受講を呼びかける︒

◆空き家対策について

①所有者不明の空き家対

応は︒②地域のパトロール団

問
●

体等からも情報提供を︒③マ

ッチングの際は庭を含め複数

団体がシェアすることも考え

るべき︒

環境 ①特措法に基づく略式

②区への連絡を周知し︑連携

代執行等により適切に対応︒

に努める︒③複数団体への貸

し出しも視野に入れ調整図る︒

庭のみの貸し出しは研究課題︒

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 人事戦略：人事戦略担当部長 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 保健所：練馬区保健所長 地域医療：地域医療担当部長 環境：環境部長
土木：土木部長 教育振興：教育振興部長 こども：こども家庭部長 選挙管理：選挙管理委員会事務局長

◆区長の基本姿勢について

への取り組みは︒②﹁改革ね
◆教育について

問
●

りま第Ⅱ章﹂の押し付けでは

対策は調節池だけに頼らず流

③外環本線の整備効果を区と

①待機児童の実態を正確

◆保育について

問
●

のミスマッチの拡大等による︒

なく︑区民の実態から出発し︑●
問 ①教員の多忙化は深刻︒

年３月末現在

組織︒登下校時の見守り等︑

用︒②平成
夫をこらし取り組む︒

る︒④より一層さまざまな工

◆都市整備について

主に子どもたちの安全対策︒

ばならない︒

は過重負担に配慮されている︒●
問 ①白子川源流部の治水対

①外環本線の青梅街道イ

域全体で行え︒

して示し︑区民理解のための

教育振興 ⑤先行自治体の事

活動支援の充実に取り組む︒

ンター建設予定地における用

問
●

土木 ①目標整備水準見直し

馬区防犯・防火ハンドブック

大容量になった理由は︒②大

◆防犯対策について

川河川整備計画について

学校給食の充実と保護者負担

て安定的維持が必要︒保険料

区長 ①広範な区民からの支

痛みに寄り添う区政の実現を︒ 現場の実態つかむ調査を︒②
独自の保険料設定は考えてい
策のための調節池がこれほど

の軽減を︒③区長︑区教育委

選挙管理 選挙が単独執行と

持は︑叱咤激励と受け止め︒

に伴う流域全体での流量計算

の発行部数︑配布方法︑成果

人に優しい練馬を

ない︒②特別区長会を通じて

周知啓発を︒④各インフラ整

認可保育園増設で︑
待機児童ゼロへ

引き続き求める︒③特別区長

の結果︒②水辺を含むみどり

なったため︒選挙啓発を積極

員会は教育への政治介入に毅

環境を維持し︑近隣にも配慮︒ 備の際も整備効果の周知を︒

的に進める︒ 企画 ②区民参

然と対応せよ︒
◆生活保護について

会を通じて国に働きかける︒

れいか

教育振興 ①教員約１千人を

倉田

調査︒退勤後業務も対象︒②

園に入れなかった
①保護基準の引き下げは

準低下になる︒区は反対せよ︒ 従来から連携し対策︒

最低賃金等国民生活全体の水

問
●

練馬区議会国民民主党・無所属クラブ

現行制度は妥当︒変更の考え

野村

人を保育

に捉えた対策を︒②認可保育

はない︒③引き続き政治的中
②制度の正しい理解のための

生の登下校時の安全確保のた

立性を確保︒ 総務 政治的中

沿道にふさわしいまちづくり

立性は確保されるべきもの︒

児１年保育を実施しているが︑ 拡大を図る︒設備面等で高学

転換を︒

多くの１歳児の待機児童が発

域包括支援センターと連携を︒

て取り組んでいくべき︒④地

年にもふさわしい環境に配慮︒

拡大すべき︒④区内パトロー

者世帯に制度の周知徹底を︒

ル団体への支援を継続された

具体的手立てが必要︒低所得

①制度の維持優先では︑

めのガイドラインやパンフレ

◆国民健康保険について

ット等の作成を︒③差別解消

問
●

③防犯カメラから死角となる

増えたが待機児童は減少した

場所等の通学路の安全点検や

区長 ①身近な場所で介護予

員の研修等実施︒今年度実施

防に取り組める環境づくりを

する調査で性的マイノリティ

総務 ①啓発紙の配布︑区職

教育長 ①全校実施を働きか

の項目を設け状況を把握予定︒ 成の中で検討︒②さらに多く

に向けた区の将来の展望を︒

ける︒警察等と連携しより実

②③当事者のニーズに即した

高齢施策
協働により進める︒

践的な訓練となるよう充実を

高齢者に向けた新たな手帳作

税制改正の周知を︒②事業承

図る︒②③全区立小・中学校

①区内事業者へ事業承継
継支援アドバイザー派遣事業

問
●

において電話やホームページ

よう働きかける等︒③新たに
◆区立小・中学校の施設管理

商談交流会を開催︒
について

支援策等を︑来年度策定の次

副区長 ①区内経済団体と連

後継者探しを︒

事業承継税制緩和を周知し
中小企業の支援を

対象の﹁防犯・交通安全対策

①今後の学校施設の改築
②長く施設を活用する取り組

を見据えた現在の取り組みは︒ ③個店・商店への支援と共に

問
●

みが必要︒所見は︒

宮崎

期男女共同参画計画で検討︒

練馬区議会公明党

◆高齢者施策について

携しリーフレット配布等︒②

に関する取組実態調査﹂の結

電話やメール等での事前相談

果をもとに安全対策等を総点

教育長 ①学校施設管理実施

積極的にＰＲ︒アドバイザー

計画の策定に向け検討中︒②
◆ 保育所待機児童対策について

計画的改修で長寿命化を図る︒ にも対応︒③個店等の魅力を

①介護が必要となる状態

検し︑よりきめ細かい対策を

問
●
派遣事業による継続的支援や
にあると考えるが︑区の認識

イルの予防のためフレイルチ

※２

◆性的マイノリティ︵ＬＧＢ

店舗改修費補助活用等で対応︒ 講じる︒④導入について研究︒ と健康の間の状態であるフレ
①﹁ひまわり１１０番﹂

◆子どもの安全対策について

エンスストア等での研修のさ

問
●

への駆け込み訓練を全小学校

らなる拡大を︒③協働プロジ

の方針は︒

ェック導入を︒②Ｎ︲ｉｍｐ

教育長 ①減少しているが解

で定期的に実施すべき︒②瞬

等における環境整備︑教育啓

ｒｏ ︵ニンプロ︶はコンビニ
消には至っていない︒②必要

発︑相談体制の強化を︒②Ｌ

①学校・職場・社会生活
に応じて保育需要を再算定し︑ 間ボランティアの意識啓発で

ェクト終了後も区の事業とし

方向性を検討︒

地域パトロール力の底上げを︒ ＧＢＴを知りサポートするた

問
●

Ｔ︶への理解促進について

は︒②今後の保育施設の整備

問
●

①待機児童数は減少傾向

はるお

でも事前相談を受けるべき︒

ＩＴを活用した見守りを︒

②商店街の魅力づくりの支援

田中 よしゆき
①生産性向上特別措置法

産業経済 ①都が条例改正案
を提出︒区は導入促進基本計

安全マップの効果検証を︒④

で︑具体的な取り組みは︒

産業経済 ① 店舗が延べ

人が訪れる仕掛けづくりに取

問
●

◆中小企業支援について

練馬区議会自由民主党

区長 ①地域包括ケアシステ

の動向等について︑区の捉え

高齢施策 ②約２千 人訪問︒ の取り組みは︒③区内事業者

①﹁まちゼミ﹂の規模や

画を速やかに作成︒②昨年度

◆ 中小企業の事業承継について

号線の縦断計画の検討結果
に基づき都と協議中︒

回の講座を開催︒スタンプラ

①上石神井駅周辺まちづ

くりは土地の有効活用が図れ
◆ひとり暮らし高齢者等への

リーを実施︒商店街連合会へ

り組み︑ビジネスサポートセ

の補助額を増額︒②効果的に

での訪問支援事業の開始経緯

①地域包括支援センター

進め方は︒③下石神井４丁目

問
●

まちづくりの進捗状況と地域

は︒②高齢者相談センター支

ンターの専門相談等で支援︒

副区長 ①駅周辺の土地・建
物権利者による勉強会を開催︒
建築施設について検討予定︒
②今年度︑精力的に合意形成

④早期実現を目指す︒

ムの実現を目指し︑ひとり暮

らし高齢者等への対応を充実︒ 方は︒②今年度の産業見本市
日常生活の困りごと等を伺い︑ 同士で商談できる場を設ける

①要援護者施設に対する

避難確保計画策定等への働き

地域の介護予防活動を案内︒

問
●

特徴および区の支援内容は︒

ことについて︑区の所見は︒

②武蔵関駅近くの石神井川睦

危機管理 ①計画作成を働き

◆商店街振興について

かけに早急に取り組むべき︒

問
●

◆豪雨災害対策について

街通りの整備について協議中︒ 事業の支援内容等の実績は︒

を進める︒③要望の多い商店

魅力あふれる練馬を目指し
諸施策の充実を

の声は︒④立体化早期実現を︒ 所でモデル的に開始した訪問

②武蔵関駅周辺まちづくりの

支援について

90

るよう進めるべき︒所見は︒

問
●

230

橋歩道橋付近の検討状況は︒
かける︒今年度︑助言等の支

を上回る出展事業者数となる

援に取り組む︒ 技監 ②補助

こども ①５年間で申請者が

27

◆西武新宿線の連続立体交差

255

化と沿線まちづくりについて

一般質問︵要旨︶

幼稚園﹂という方針の抜本的

978

日本共産党練馬区議団

歳までは保育園︑３歳以降は

所増設の目標に据えよ︒③﹁２

説

30
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3

◆保育について

まえ他区と連携して取り組む︒ ◆区財政について

出件数は︒②無届けの民泊の

れている︒①民泊の現在の届

な区民農園の開設を︒③宅地

えは︒②区の東部地域に新た

上 歳未満の︑定期予防接種

間健康観察を行う︒③２歳以

税源移譲により行うべきであ

件数と対応は︒④消防署との 環境 ①提案も生かし区民協
働を基本に検討︒ 都市農業
健康 ①８件︒②立入検査等︒ ②宅地化農地の提供を促すほ

把握と対応は︒③民泊の苦情

か所有者に直接協力を求める︒●
問 子どもを狙った連れ去り

①税財政の格差是正は︑

の住まいの確保に向け居住支

る︒法人住民税の一部国税化

③都の補助制度を活用し相談

問
●

援協議会設立について課題と

の今後の見通しや影響はどう

繰り返しの指導にも応じない

か所の﹁地域包括支
るべき︒②出産前に職場復帰

なるのか︒②ふるさと納税に

事業者には業務改善命令等の

①

◆地域包括ケアについて
見通しは︒②区営住宅のペア
の希望や保育園の地域を調査

より都内自治体の減収が大き

問
●
リフォームは見直し︑民間賃
する考えは︒③子どもの最善

くなっている︒自治体が寄付

①﹁新しい大都市自治﹂

◆区長の基本姿勢について
援センター﹂は外から見ても

の利益を根幹に据え︑全ての

等の重大犯罪は︑子どもが﹁ひ

策について

◆子どもを狙った犯罪への対

意接種を実施︒

わかる看板の設置等知らせる

技監 ①設置を視野に入れ不

貸住宅の家賃補助の検討を︒

子どもの育ちを保障する保育

の農地化への取り組み状況は︒ ができなかった方を対象に任

工夫を︒②日中﹁一人暮らし
動産関係団体等と協議会の役

①３歳児１年保育はやめ

事・人材育成改革プラン﹂で

とはどのようなことか︒②﹁人

状態﹂もある︒訪問支援事業
割等について検討︒②高齢者

問
●

は︑女性職員が昇任を躊躇し
の拡充を︒③﹁生活支援サー

連携は︒

ているとの分析だが︑女性の
ビス充実のための協議体﹂の

山田

かずよし

ざるを得ない場面は多くある︒

②子どもが﹁ひとり﹂になら

行っていない学校の理由は︒

を行っている小学校は何校か︑

と言われている︒①集団登校

を受け付け︒制度を広く周知︒ とり﹂でいる時に起きやすい

練馬区議会維新の会

あなたの﹁声﹂届いてますか！

年度９件︑

登用と活躍をどうすすめるの

調達する︑クラウド・ファン

か伺う︒③人権の問題として
童相談所を区に設置しない﹂

区長 ①来年度︑国税化の拡

ディングの検討を︒

措置を検討︒③

との姿勢だが︑一刻を争う虐

大が行われると減収額はさら

待に迅速な対応ができるか具

金の使い道を明確にして資金

﹁ひとりの困った﹂を見逃さない

環境の整備を︒④区長は﹁児

か︒④羽田空港増便に伴う新
ルート計画について︑落下物
や騒音を心配する区民の声を

に約

教育振興 ① 校が実施︒主

億円増加する見込み︒

こども ①セーフティーネッ

体的な検証はされているか︒

に参集状況の把握等体制が十

きみがき

介して患者が発生した︒①区

生活者ネットワーク

までに

内の発生状況は︒②患者が発

区長 ①﹁参加と協働﹂の具

受け止め見直しを求めるべき︒

総務 ②新たな寄付の仕組み

場を確認等して指導︒④届出

体が団体登録できない規定の

を︒③政治や宗教に関わる団

設利用時の名簿提出は見直し

例上の根拠を︒②地域集会施

30

今年３月に海外旅行者を

を行っているのか︒

分に確保できないことによる︒

問
●

②警察等と行うセーフティ教

室を各校が計画的に実施等︒

生した場合の対応は︒③予防

日常生活における安全確保に

接種制度の区独自の制度は︒

保健所 ①今年に入ってから

受け付け時に消防署との協議

の発生はなく︑ 年に１名︒

状況等について確認︒

ズに対応しているが︑一方で

①みどりの基本計画の改

◆みどりと都市農業について

定は区民会議の提案をしっか

接触のあった方に対し一定期

②感染の原因を調査︒患者と

の方法を考えさせるよう指導︒

ついて理解を促し︑危険回避

練馬区議会は︑北京市海淀

日まで海淀区へ

区からの招請を受け︑５月９

日から５月

議員団を派遣しました︒

この派遣は︑練馬区独立

周年記念行事への海淀区訪問

団の出席に対する答礼および

これまでの両区の友好交流事

業の成果を確認し︑今後の両

区ならびに両区民の交流のあ

り方や支援策等について調査

純二

妙子

石黒たつお

うすい民男

酒井

研究するために行われました︒
派遣議員
小泉

豊

小林みつぐ
有馬
派遣内容

海淀区表敬訪問︑北京市内

施設視察︑北京オリンピッ

ク施設視察等

５ 月 日︑調布市グリーンホール
に お い て ︑ 都 内 の 区 市２ 町１ 村
が加盟する第 回東京河川改修促進
連盟総会および促進大会が開催され
ました︒
この大会は︑東京都の河川改修を
早期に達成し︑地域住民にとって︑
安全で水害のない水と緑豊かな潤い
あふれる生活環境の創設を図ること
を目的として開催されています︒
練馬区議会からは︑議長を含む
人が参加しました︒

り位置付けることが重要︒考

問
●

住環境への悪影響等も懸念さ

民泊は︑観光客等のニー

件︒通報に基づき現

学校ではどのような安全教育
についてクラウド・ファンデ

者の同意を得て情報提供し︑

定める学校司書を配置すべき︒ 前道路拡幅と安全対策を求め

を廃止すべき︒④図書館法が

区としても取り組むべき︒

見直しを︒

◆ 感染症のはしか対策について

ていると考える︒②調査の内

きペアリフォーム工事を実施︒ トとしての機能を十分果たし

◆ 民泊とシェアハウスについて

ィングも視野に入れ検討中︒

④都と連携強化に係る協定を

できる社会の実現に努める︒

区の考えは︒②どの法律のど

区長 ①住民の理解を得なが

年度は５月末

一定期間の家賃補助を実施︒

容や方法等を検討中︒③多様

取り組みと有料化の考えは︒

ワーク充実が効果的と考える︒ への認識は︒②レジ袋削減の

されたのは６月に入ってから︒ は︒②補助

号線の交通量減は明ら

の規定との整合性に問題があ

教育振興 ①配置の遅れは受

ら次世代に誇れる街を築いて

地域文化 ①条例の規定はな

件︑

﹁医療と介護の相談窓口﹂と

な保育・教育サービスを選択

年度

これこそが﹁新しい大都市自
①プラスチックの海ごみ

③光が丘︑石神井地域への設

環境 ①重要な課題︒ごみの

問
●

◆海や川のプラスチック汚染

た昇任制度推進等︒ 総務 ③
置を検討︒地域包括支援セン

問
●

個人の尊厳を傷つけるもので
ターでの開催は考えていない︒ 発生抑制等に取り組むことが

一般質問︵要旨︶

締結︒迅速な対応等を図る︒

④国に︑対策の確実な実施や

あり︑あってはならない︒環境
重要︒②消費者の意識啓発に
取り組んでいる︒都の動向踏
ついてさらに検討を進める︒

①﹁住宅確保要配慮者﹂

◆住まいの確保について

◆保谷駅まちづくりについて
①アクションプランで駅

練馬区男女共同参画計画で検

問
●

討︒④制定の考えはない︒

問
●

さらなる周知等を求める︒見
直しを求める考えはない︒

①望まない妊娠等を防ぐ

◆性教育について
◆学校図書館について

を行う区域を改めて検討し協

大泉４丁目が含まれるが地域

都道

るのか︒③区でも制度導入に

託事業者に人材確保の見込み

いく︒ 技監 優先整備路線で

い︒文書の間違いを速やかに

11

問
●
ため︑学校で性に関する科学

前を重点地区から外した理由

議の場を設置︒③都は公表し
の合意形成は︒③補助

将来像等を協議︒⑤歩行環境
改善へ地域と協議進める︒
◆地域集会施設の政治に関わ
る活動について
①地区区民館等で政治や

向けた検討を︒④差別解消の

の甘さがあったと認識︒違約

号線は都が事業化

宗教に関わる活動を禁じる条

問
●

ため条例等を制定すべき︒

金徴収等の措置を行う︒②契

ある補助

修正︒②既に改めた︒③政治

70

的知識を学ぶことが必要では︒●
問 ﹁管理員﹂がすべて配置

号線沿道には東

②教員に性教育の指導法につ
①契約通り配置できなかった

号線の交通量推計は︒ か︒④道路整備の際のまちの

号線整備で

いて研修するとともに︑保護
理由と業者責任は︒②教育委

と都道

たけし

総務 ①性の在り方について

約手続きに問題があったとは

に向け準備︒区も重点まちづ

26

河川改修促進大会に参加

ていない︒補助

者への講座を実施すべき︒

員会の責任について見解は︒

号線の住環境等への

岩瀬

号線

教育振興 ①区立中学で学習

④補助

市民の声ねりま

身近な問題の中の
普遍性に目を向けるべき

指導要領に基づき適切に実施︒ ③業者選定にあたり競争入札
②改めて実施する考えはない︒
◆同性パートナーシップの公
的認証制度について
①制度の啓発的な意義と

広く周知するための啓発が重

考えていない︒③事業者選定

や宗教の勉強会等の活動団体

他自治体の取り組みについて

問
●

要︒現実的効果は不明︒②遺

は現に登録団体として利用︒

影響に対し認識は︒⑤都に駅

156

の在り方について改めて検討︒ くり計画策定に向けプランに

20

156

34

21

233

産相続や税金の控除等︒③ニ

14

156

位置付け︒②沿道まちづくり

56

156

④専門性の高い人材の配置に

24

156 233

ーズに即した支援策等を次期

中国北京市海淀区への議員派遣報告

体的な取り組みを進めてきた︒ 高齢施策 ①既に︑看板等に

28

併記︒②地域の方々や事業者

16 17

との協働による見守りネット

29

の支援︑育児や介護に配慮し

30

治﹂︒ 人事戦略 ②活躍促進

圭子

の需要に応えるため︑引き続

19

評価と今後の取り組みは︒

25

セクハラをどう認識している

問
●
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