目のない支援、女性職員応援
年施設を設置されたい。②青

問 ①コンセプトのある青少

◆青少年施策の充実について
けた区長の決意は。

き課題は。また課題克服に向

問 今後、区が乗り越えるべ

◆区長の基本姿勢について

シュレス決済のポイント還元

対応は。③消費者へのキャッ

②今回のプレミアム商品券の

内消費で想定される規模は。

獲得を。区の見解は。

らに補助金を活用した予算の

財保護法改正への対応は。さ

支援が必要。見解は。③文化

事業により取り組む。

表を記載。区独自の介護予防

つらつライフ手帳にチェック

ア活躍応援塾を開始等。②は

フレイル…要介護状態に至る前段階と位置付けられる。加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能）が低下し、健康障害を招きやすい状態。

プログラムの実施等。②女性

月頃に運用開始予定。

問 ①予算案への区長の思い、 ち構想の策定に当たり検討。
が関心を持ち地域で直接就労

本年

教育長 ③取り組みを支援。

副区長 ①妊娠期からの切れ

◆防災について

り方を検討。②映像文化のま

考えは。②税制改正への所見

◆ 平成 年度当初予算について

は。③来年度以降の区財政の

支援について区の所見は。

の機能を強化する等。②事業

中高生の健全育成拠点として

豊かで美しいまちねりまの未

議し円滑な実施に取り組む。

億円。②商店街連合会等と協

２次ビジョンを着実に実行し、 全額使用の場合、総額で約

③国の助成を受け文化財の保

まえさらに検討。地域文化

支援。②商店街の意向等を踏

調査結果を今後どのように生

についての調査結果の概要と、

ついて区の考えは。②無償化

問 ①幼児教育の機会保障に

◆幼児教育無償化について

健康 ③支援の在り方を検討。 教育長 ①児童館を充実し、

に結び付く講座の充実等検討。 少年課は時代に合った仕事を。 区長 福祉・医療、都市イン

産業経済 ①引き続き商店街
産業経済 ①約 万人が対象。 の魅力づくりへの取り組みを

問 ①ソーラー型モバイルバ

②ペット対策は、マイクロチ

来を切り拓いていく決意。

実について

区長 ①第２次ビジョンの着

◆ふるさと納税について

目、検討課題とされた項目は。 点運営連絡会員等にも配布を。 ◆民間と協働の公共交通の充
執行体制をしっかり整える。

考えは。②子どもの英語への

討すべき。また練馬の特徴、

せる目的があるとすれば、幼

が、貧困の連鎖をストップさ

練馬大根伝説を
北町のまちづくりに生かす！

かしていくのか。③幼児教育

◆特徴ある図書館について

文化的成熟度を高め
豊かな練馬づくりを！

問 ①営業努力と工夫が必要。 問 ふるさと納税を区でも検

ップの普及啓発事業に協力を。 問 商業施設等のシャトルバ

かで美しいまちねりまの未来
を切り拓いていく決意。②地
方自治の本旨をゆがめるもの。

③キャッシュレス決済の普及

の大綱策定の動向を注視。

護・活用を推進するため、都

教育長 ①無償化により ～

を持つ必要がある。見解は。

稚園教諭、保育士等現場関係

総務 寄付への感謝を表す取

の挑戦を期待。所見は。

に向け、商店街連合会と連携

好奇心を刺激する取り組みを。 ＰＲを兼ね備えた納税制度へ

教育長 ①指定管理者が競い

し制度の周知・啓発に努める。 ◆高齢者施策について

者は、このことに対して認識

合う中で区民サービスのさら

を、応援したいメニューが選

区政改革 ③さらに厳しさを

悦栄

ス運行を助成し地域の移動手
◆こどもの森について

村上

危機管理 ①消防団等発災時
技監 国等から情報収集し弾

段として活用すべき。所見は。 なる向上図る。②拡充を検討。 り組みや、みどりを育む基金

練馬区議会自由民主党

に地域防災活動に関わる方を

小川

童解消緊急対策経費の新規算
中心に配布。②国の動向注視

◆特徴ある商店街づくりにつ

練馬区議会自由民主党

定等が合意。特別交付金割合

いて

増す。④真摯に協議。待機児

の引き下げ等は進展なし。

べる基金にリニューアル等。
ついて

◆消費税アップの還元制度に

環境 冒険ゾーンのシンボル

問 ツリーハウスを設置した

となるよう設置について検討。 問 ①プレミアム商品券の区

「冒険の森」の実現を。

問 アプリの目的と対象者、

いて

力的な運用について研究。

問 ①区女性支援策と区女性

◆いじめ防止対策アプリにつ

職員への支援は。②主婦の社

し区獣医師会と連携し対応。

ウンター設置を。②最新テク

教育長 全区立中学校生徒を

導入に向けたスケジュールは。

◆女性施策について

ノロジーやデジタルコンテン
会復帰へ向けたスキルアップ

問 ①文化センターに飲食カ

ツ等の活用を。③子どもが芸

女性へのウィッグ等の助成を。 対象に早期発見・対応を図る。

歳児の教育を受ける機会は

た事業は、区を挙げて大事に

問 ①練馬大根伝説を再現し

の早期発見、早期予防の活動

後の取り組みは。②フレイル

を広げていく支援が必要。今

問 ①高齢者が活躍できる場

③無償化制度の具体的な説明

度の保育所整備計画に反映等。

育需要の再算定を行い、次年

育への期待が最も高い等。保

より充実。② 歳児の幼児教

◆特殊詐欺の被害防止対策

な空き店舗対策と新しい創業

②地域特性を生かした、面的

続き農業者とのマッチングに

む等。②設置を検討。③引き

全庁挙げ戦略的広報に取り組

職場体験事業、はつらつシニ

副区長 ①来年度からシニア

等で親亡き後の不安の解消を。

体制の周知を。④家族懇談会

援を。③８０５０問題の相談

とも十分認識の共有を図る。

等を通じて、幼稚園や保育園

※１

して行くことが必要。見解は。 を。所見は。

問 ①自動通話録音機の貸与

教育長 ①昨年度は 人が就

算編成の留意点は。③窓口サ

深い思いは。②平成 年度予

問 ①改革ねりま第Ⅱ章への

◆区長の基本姿勢について

メラの設置・維持管理費の補

は。②町会・商店街の防犯カ

問 ①区長の基本的な考え方

◆ 安全安心まちづくりについて

施設業務補助事業の拡大等。

研修に職員を派遣等。③介護

拡大。②医療・介護連携等の

④大泉学園駅等へのホームド

ＩＣＴ機器等導入費用を助成。 エレベーターの早期設置を。

引き続き実現に向け取り組む。 高齢施策 ①チラシ配布先を

諸課題を都と協議。環境 ②

◆医療的ケア児について

②児童生徒用タブレットの早

がん新患者数の調査結果の医

警察と連携しブースを出展等。 の胃内視鏡検査の対応は。②

危機管理 ①チラシの配布、

療体制整備への活用を。③緩

丘駅南側等にエスカレーター、 問 ①民間団体等との協働を。 ③最新詐欺情報の継続発信を。 ◆がん対策について

リーセミナー開催を。③光が

期配備を。③ＩＣＴ支援員の

に分かりやすく記載。③さま

ットと連携し支援策を検討。

④都のひきこもりサポートネ

※３

事業の周知と対象者拡大を。

取り組む。④来年度新設。

ービス向上のためワンストッ
助を。③通学路、公園への防

区政改革 ①区内シビックテ

配置強化、教員研修等充実を。 対象者拡大も研究。②チラシ

労。②関係機関の連携強化し

問 ①無償化影響調査分析は。

◆子育て支援について

体制等を検討し適切に周知。

取り組む。福祉 ③効果的な

ック団体と連携。教育長 ②

※２

◆ＩＣＴの活用について

プでの対応を。④今後の財政

福祉 ①②区民参加の体験型

ア設置の進捗状況は。
周知啓発活動、全職員対象の

研修充実に積極的に取り組む。

機児童ゼロ実現を。④在宅子

②練馬こども園拡大を。③待

研修等実施。副区長 ③設置
④練馬駅は整備に着手。引き

に向け具体的な協議を実施等。 証。③支援員の巡回を拡充。

先行事例を踏まえ効果等を検 ﹁保育所待機児童ゼロ﹂の達成を！

問 ① 歳以上の偶数年齢へ

運営については。⑤さらなる

問 ①支援のため、地域での

防犯カメラの設置拡大で
安全のまちづくりを

協議の場の設定を。②就学期

区長 ①時代を先取りした新
しい施策を立案・実行等。②
第２次ビジョンの着実な実施
を最優先。区政改革 ③全区

の児童への対応を。③短期入

ためタイムカード導入含めた

問 ①教職員の働き方改革の

◆教育について

動訓練の充実、協定の内容の

成を。②災害協定団体との実

とれる地域別防災マップの作

問 ①発災時に適切な行動を

のプレス対策は。②ＪＡにも

問 ①世界都市農業サミット

◆練馬の農業について

ざまな媒体で積極的に実施。

ないよう調整。②国等の対応

副区長 ①通常診療に影響し

は外部講師の活用を。

和ケアの周知を。④がん教育

教育長 ① ・ 歳児の供給

税負担軽減に早急な対応を。

は。⑥未婚のひとり親の住民

⑤練馬こどもｃａｆéの展開

育てのさらなる支援強化を。
所施設の整備を。

出退勤管理を。②業務アシス

こうじ

福祉 ①医療的ケア児支援連

小川

助継続を都に要望。都は維持

携会議を設置。②放課後等デ

練馬区議会公明党

管理費補助新設公表。③公園

生産緑地貸借制度相談窓口を。 注視。③区民や医療介護関係

続き鉄道事業者へ働きかける。 ◆防災対策について

④持続可能な財政運営に取り

は３警察と協議。教育長 補

③農福連携事業を検討するＮ

勉

組む。⑤創意工夫重ね拡充。

タントシステムの早期推進を。 見直しを。③ペット同行避難

練馬区議会公明党

⑥補助制度活用に努める等。

③部活動指導員制度の推進を。 訓練を各避難拠点で。

を検討等。③医療的ケア対応

◆高齢者施策について

いて

は確保。 歳児は不足見込み。

②さらなる拡大図る。③計画

者に周知等。教育長 ④都教

で作成。②課題等踏まえ充実。 を活用し区東部地域に農園を。 ◆中高年のひきこもり対策

委の外部講師リストを活用等。 を上回る 人の定員を確保。
証し導入方法検討等。②区独

団体と点検を実施中。③地域

ＰＯ等に支援を。④貸借制度
◆ バリアフリーの充実について

自に学校徴収金システム導入

のショートステイ整備を検討。 教育長 ①他自治体の状況検
の利用の区民周知を。②セン

等。③選任の仕組み等検討中。 の要望聞く等推進に取り組む。 力を世界に発信。都市農業

④民設子育てのひろば等増設

等。⑤地域バランス等を十分

問 ①ユニバーサルマナー検

考慮。区民 ⑥国の動向注視。
定の実施を。②心のバリアフ

問 ①ひきこもりの若者支援
ター職員のさらなる育成を。

問 ①練馬城址公園の整備を。 問 ①地域包括支援センター

5

の成果は。②若い年齢から支
③介護人材として高齢者・外

80

50

※2

※3

②自立分散型エネルギー社会

4

3

928

シビックテック…シビック（市民）とテック（テクノロジー）をかけあわせた造語。行政サービス等の問題や課題を、テクノロジーを活用して、市民主体
で解決する取り組み。
８０５０問題…ひきこもりの子どもを持つ親が高齢化し、 代の親が 代の子どもの生活を支えるという問題。

区長 ①練馬の都市農業の魅

副区長 ①施設整備も含めた

の推進を。

危機管理 ①地域住民と協働

助継続と追加設置を都に要望。 イサービス事業所の運営支援

民事務所に申請書を一括作成

129

◆グランドデザイン構想につ

光永

犯カメラの設置拡大を。

副区長 ①手法や設備等の在

3

②相談窓口の充実と周知を。

3

自主財源の取り組みを。⑥都

国人の就労とＩＣＴの活用を。

5

市インフラ整備の財源確保を。 危機管理 ①安全・安心は区

一般質問（要旨）

術に触れる機会と予算措置を。 への支援を。③がん治療中の

◆文化・芸術について

けいこ

実な実施を最優先に編成。豊

フラ整備等莫大なコスト。第

ッテリーは消防団員、避難拠

※１

見通しは。④都区財政調整協

6

議への考えと協議の整った項

31

できるシステム導入を準備中。 民生活維持の基盤。②設置補

50

31
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◆財政について

いるのか。所見は。②生産年

政課題をどのように認識して

は、身近で参加しやすい環境

介護予防事業等につなげるに

援を講じていくのか。③今年

教育振興 ①②③④いずれも
問 ①新年度の予算編成に当

か。

フレイル…２ページ欄外参照。

◆保育所待機児解消について
たり、区長はどのような姿勢

健康 ①さまざまな要因から

次救急実施
法律や制度上の課題であり国

ニューアルオープンする練馬

妊娠届が出されない場合があ

天堂練馬病院の
が解決すべき。教育委員会と

総合運動場公園で高齢者スポ

」の略。新生児用の集中治療室。
Neonatal Intensive Care Unit

問 ①練馬こども園は親の負

いて、早い段階で区内産業団

ーツ大会、高齢者を対象とし

ＮＩＣＵ…「

担多い。待機児解消は認可保
で取り組んだか。また、予算

体、労働団体等から意見聴取

◆区長の基本姿勢について
へ支援を。④救急告示病院で
年度

し、課題整理と対策を検討す

による待機児童解消は現実的

月に向けた保育所定員拡大

の初期小児救急と準夜間対応
して負担軽減に努め、

の特徴は。②今後の歳入の見

月にリ

問 ① 新 ビジョンには特 養 増
育園増で。②少子化解消の総

通しと、消費税増税による区

高齢施策 ①「はつらつライ

た体力測定記録会を実施せよ。 り把握には限界。②悩みを抱

人の定員を確保し、待機

◆保育無償化について

児童ゼロを達成する見込み。

る

教育長 ③計画を大きく上回

を工夫。関係機関と連携等。

える人が相談しやすいよう、

副区長 ①少子高齢化に伴い

敏幸

さらに分かりやすい情報提供

元気高齢者を増やし
健康寿命を延ばそう

練馬区議会国民民主党・無所属クラブ

浅沼

増大するコストをどう賄うか。 フ手帳」にフレイルの危険度

べき。所見は。

が必要。所見は。③

設や障害者の住宅確保等前進
に援助を。⑤練馬光が丘病院

こども ①年々利用実績増加。 運用開始等。⑤出退勤管理シ

合的な政策強化を国に求めよ。 に学校徴収金管理システムの

と集中の考え方と、中長期的

区長 ①第 次ビジョンの着

に見た歳出削減の方針は。
実な実施を最優先。総額の

齢人口の減少に伴う課題につ

面もあるが、引き換えに公共施
ＣＵを計画的に増床せよ。⑦

小児科の体制強化を。⑥ＮＩ

育サービス拡充が必要。②特

ステムの有効な導入方法検討。 財政への影響は。③区の選択

地域医療 ①医療圏内の病床

災害拠点病院を区内
◆まちづくりについて

自治 体の役割発揮を。③

ョンからの工事は停止を。②
の事業認可は地権者

％は子ども、高齢者、福祉・

外環の
の合意で。③西武新宿線連続

長期的には減収が見込まれる。

問 保育無償化によるさらな

医療関連経費。区政改革 ②

を確認できるチェック表を記

立体交差事業は関係住民と話

②意見交換で多くの企業が人

し合いを。④武蔵関駅北口マ

ンション建設は中止の指導を。 約

る保育需要の拡大は確実。無

有馬

◆教職員の長時間労働について

技監 ①国等に停止を申し入

償化後の保育園の需要を区は

億円の交付金増が見込ま

き続き都に働きかける。②第

問 労働条件と教育環境改善

載。②訪問支援で地域の介護

どのように捉えているのか。

予防活動を案内等。③秋に開

催予定の区民体育大会陸上競

材確保を課題に挙げた。働き

し見直す「区政改革」を徹底。 高める必要がある。引き続き

方改革を推進し労働生産性を
定数削減等着実に進める等。

れるが社会保障費も増加。③

致を目指す。③困難な状況。

議重ね認可に至った。③都市

問 ①フレイルの早期発見に

◆高齢者施策について

か。②妊婦検診未受診者に対

診者の有無を把握しているの

問 ①区として妊婦検診未受

◆出産しやすい環境について

③地域等に丁寧に説明し、意

ワークとして必要性を確認。

証踏まえ都市計画道路ネット

長期的な視点に立ち検討。

育サービスはどうあるべきか、

に減少。これからの教育・保

が、区の児童人口は将来確実

教育長 当面需要が増加する

問 ①生産性向上特別措置法

◆産業振興について

問 ①介護人材確保や育成の

◆高齢者施策について

区長 ①自立した生活を支え

③福祉連携農園の活用を。

一般質問（要旨）

険料減免せよ。④滞納者の生

③多子世帯や低所得世帯の保

倍。

光が丘体育館は車椅子競技等

虐待から幼い命守る
児童相談体制の実現を

※１

どのように取り組むのか。②

見を聞き進めるよう求める。

◆将来人口について

区の事業等の情報が伝わりに

し、今後どのように適切な支

◆ 羽田空港の機能強化について

④交通広場整備に支障のない

くいひとり暮らしの高齢者を

高齢施策 ①在宅生活が困難

境整備と社会保障の拡充を。

問 ①練馬区上空の新飛行ル

よう既に事業者に協力を要請。 問 ①人口変化に起因する行

童援助に専念できる体制づく

な人全てが入所できるよう整

ートは落下物や騒音、排気ガ

を。②国等が負担を与えてい

り等を国へ提言せよ。③子ど

者基礎調査で把握。既に低所

化は不可欠。認識と改善策は。 備目標を定めている。②高齢

も家庭支援センターの体制強

得者への支援等実施。改善を

る施策の削減・中止を。③部

区長 ①区と都のトータルの

求める考えはない。③就職面

が丘病院の移転改築で周産期

◆国民健康保険について

児童相談体制のあるべき姿を

討。⑤聖域化との認識はない。 構想に基づき充実。⑥練馬光

問 ①国保料の負担は協会け

検討すべき。こども 児童虐

◆地域医療について

ンピックに向け区の関連イベ

兆円の国

活動の負担軽減を。④残業代

福祉 医療的ケア児支援連絡

るさまざまな事業に取り組む。

んぽと比べ

ゼロの法律は改正を国に求め

支援充実を。②介護職員離職

ントに区独自のボランティア

庫負担増で協会けんぽ並みに

スの増が予想される。安全と

医療充実に取り組む。⑦非現

防止に向けた支援の取り組み

会議を設置等。②障害者就労

募集を。②障害者スポーツに

言えるのか。②企業利益のた

実的。関係者の連携による災

の区認定目標の進捗状況は。

支援センターと連携。③障害

接会や研修等実施。特別区長

問 ①病床増のため練馬区を

②練馬ビジネスサポートセン
は。③街かどケアカフェの今

者や農業者の意見を聞き検討。 配慮した施設の整備予定は。

会等通じ処遇改善等を要望。

単独医療圏に。② 床の急性

ターの取り組みへの認識は。
後の展開は。④生涯学習セン

月

待の相談件数の急激な増加。

害時医療体制強化に取り組む。 よ。⑤タイムカードの設置を。

③学生向け創業セミナーの概

引き下げを。②法定外繰り入

期病院計画に力尽くせ。③順

要は。④企業活性化の支援は。 ター分館に地域包括支援セン

れ拡充で国保料値上げやめよ。 ②既に国で議論。③
もできるアリーナ床へ改修。

区民 ①特別区長会として既

活再建を支援する滞納対策を。

年

地域文化 ①区民の協力を得

問 「おいしく完食協力店事

◆ 清掃リサイクル事業について

日本共産党練馬区議団

説明会の開催求めよ。⑤国へ

区民へ問題周知し国へ教室型

の活用こそ必要。考えは。④

にしていいのか。③地方空港

めに住民の安全・安心を犠牲

て盛り上げる方策を検討。②

こうぞう

災害に強い防災まちづくりで
安心練馬を推進
笠原

騒音低減に努め、大気汚染物

実施を国に求めてきた。国は

環境 ①落下物対策の確実な

危険な新ルート撤回を求めよ。

問 ①都市計画道路は「実現

④多様なニーズに応じ支援。

性」の観点で見直せ。②補助

②都民の利便性向上等の上で

にさらに専門職員を増員。弁

号線は整備ありきで進める

必要。③都心へのアクセスの

に国に働きかけ。②急激な負

問 ①特養ホームの整備目標

◆高齢者福祉について

な。③都へ、住民アンケート

改善が課題。④教室型形式の

担増とならぬよう激変緩和を
は既にある。さらに子育て世

の早期実施と住民合意なく整

環境 練馬駅周辺をモデル地

帯にも配慮。④全庁的な体制

いが困難で退所する現状を調

で自立支援に取り組んでいる。 を引き上げよ。②費用の支払

備に着手しないよう求めよ。

業」にどう取り組むのか。

辰哉

問 ①練馬区地域医療計画と

②区内産業振興と地域経済活
性化に寄与。③起業に必要な
経営等を学ぶ等。④練馬ビジ
ネスチャンス交流会の開催等。
◆まちづくりについて

練馬区議会自由民主党

第２次ビジョンの関係は。②

問 ①児童生徒の体力の実態

◆教育について

◆ 児童相談体制の充実について

査、把握し国へ法制度の改善

成対象者数を拡大等。②ＩＣ

と取り組みは。②放課後児童

を求めよ。③介護職員の確保

地域説明会を開始。⑤機能強

③密集事業の次の取り組みは。 イルのカフェ開始等。④区立

％の買収率。校舎建て替え

156

問 ①木造住宅密集地域新規

地域医療 ①計画策定後の変

医療体制の連携と強化を。

対策は十分な人材確保を。

問 ①虐待の犠牲者を出さな

化の撤回を求める考えはない。

号線について

化踏まえ医療施策の方向性等

い対策こそ議論が必要。児童

技監 ①将来を見据えた必要

◆補助

明示。②練馬区の状況を理解

教育長 ①柔軟性等が平均値

性の検証を行っている。②検

護士等配置し支援体制強化。

施設への移転、増設等行う。

したとの感想。③訓練通じ課

等に注力し国へ賃金引き上げ

域に重点的に登録を働きかけ。 行う。③保険料軽減の仕組み

◆障害者施策について

題を共有等。搬送体制を構築。 より低い。スポーツ環境の向

を求めよ。④高齢者の就労環

か所に増設。新たなスタ

技監 ①危険性高い地域抽出

問 ①重い障害の児童への今

相談所行政の最大の問題は。

協議、道路整備の検討状況は。 ③

し選定中。②北側 ％、南側

後の支援と関連機関との連携

②児童福祉司増員とともに児

質の影響は限定的としている。

に合わせ協議。道路拡幅に合

上に努める等。②子育て支援

156

23

防災まちづくり推進地区指定。 労を継続できる仕組み作りを。 問 ①オリンピック・パラリ

員の活用も図る等。

◆スポーツについて

選定の進捗は。②四商通り用

4

は。②障害者雇用の促進と就

Ｔ機器等導入費用助成開始等。 病床配分の議論は。③災害時

31

1

わせ無電柱化等。③区独自に

地買収の進捗、四商高校との

やくし

◆地域医療について

団体等の意見も聞き支援行う。 技会でシニアの部新設を検討。 所見は。

計画素案の説明会を開催等。

施策の必要性・方向性を検証

実現へ関係機関と協議進める。 は小学校週

コマ、中学校週

れる考えはない。②地域と協

日本共産党練馬区議団

西武新宿線連続立体事業は
住民合意で早期に

円 の 基 金 積 み 立て は 必 要 か。
④少子化前提の計画で少子化
を打開できるのか。⑤都市計

区長 ①②誰もが安心して心

画道路整備を聖域化するな。

区政改革 事業の必要性や効

豊かに暮らせるまちをつくる。
果を検証し見直すのは当然。

4

のため、①教員の持ち時間数

豊

別区長会を通じ要望している。 問 ①外環道大泉ジャンクシ

か所に。 さまざまな手法を活用した保

※４

担 を強いるな。②区民 を守る
億

設統廃合や委託化で区民に負

※1

次ビジョンに基づき病院誘

上で不可欠。④児童人口は確
④現状では困難。⑤改築基本

コマ上限に、必要な教員増

実に減少。教育・保育サービ

③持続可能な財政運営を行う

69

2

偏在是正に配慮した配分を引

31

4

928

2

6

3

スの在り方を長期的視点で検

20

2

産業経済 ①１月末現在 件。 ターを設置しては。
副区長 ①研修受講料等の助
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●

せよ。②環境、健康、教育が
をやめ、みどりの満足度

％

％の目標

を強化。中高生は、これまで

こども 相談体制と支援体制

善が必要な時期に来ている。

区長 ①②現在の体制は、改

未来を考えた施策を。②私立

構築を通じて、真に子どもの

問 ①新しい児童相談体制の

◆ こども子育て支援策について

産後相談等、対象事業を拡充

骨盤ケアや産科医療機関での

豊かな農地を維持・保全する

になった月の末日まで延長し、 する整備を。③南大泉地域の

検討する。③有効期間を２歳

ため、農の風景育成地区制度

けを。また、水害対策に寄与

作りを。また、西東京市との

として、壁面後退等のルール

は。③駅南側都道の安全対策

駅南口乗り入れに向けた状況

ケアラー…介護、看病、療育等、ケアの必要な家族や近親者等を無償でケアする人。

連携して「区民の健康をまも

環境 過去 年間で緑被率は

に計画を変更したのか。

どう考えて緑被率

問 ①第 次ビジョンは区長

◆区長の基本姿勢について

教育振興 ①学校からの報告

る」視点で対策に取り組め。

副区長 ①貴重な水源を生か

の活用を。

技監 ①立体化を進めるには

連携強化を。

沿線のまちづくりが不可欠。

する。④空き情報をリアルタ

着実に進めていく。②駅南側

イムで確認し、いつでも予約

し、水辺空間の創出をテーマ

幼稚園の入園料補助や、保護

に、来年度基本計画を策定す

者負担軽減費等の助成は、幼

できるシステムを構築する。

も要保護児童対策地域協議会

区民意識意向調査で

⑤近隣区立施設等の空き状況

が速やかに避難できるよう、

技監 特に配慮が必要な住民

って要配慮者に対応すべき。

％に増加。 問 緊急時は、区が責任をも

実施できるよう環境整備を。

おける一時預かり事業を毎日

は。⑤大泉と関のぴよぴよに

業の予約システム導入の詳細

◆外環道掘進工事について

区が保有する情報を活用する

⑥児童遊園における受動喫煙

年度調査で満足と

等、事業者への協力を行う。

土木 ⑥禁煙措置を講じるこ 等の利活用について、先進事 ナー向上について
対策の早急な議論を。
区長 ①都・区の検討の場で、 とについて積極的に検討する。 例等を参考に検討を進める。 問 東京都理学療法士協会が
都市農業 ③地域の声を聞き、 エスカレーターの乗り方マナ
◆みどり施策と都市農地につ

今後もさまざまな手法で丁寧
に意見を聞く。土木 ②都市
公園条例に基づく使用料の減

「困っている人」を
置き去りにしない区政を

免に関する要綱で定めている。

バスの駅接着に向け関係機関

と協議している。③関係権利

し合いを開始している。

◆エスカレーターの乗り方マ

を配置する体制で解決できる

民への丁寧な周知活動を要請。 護者の負担増を招かないよう

環境 引き続き、国に対し区

②国等の動向を見ながら、保

②拡張整備の際は、民間カフ

備の方針とスケジュールは。

～保谷区間）の将来的な立体

問 ①西武池袋線（大泉学園

◆保谷駅周辺の課題について

利用時の事故防止や配慮につ

機関等での取り組みを注視し、

福祉 国等の動向や公共交通

組みを。

まさお

課題は何か。②虐待の緊急対

化に向けた区の決意を。②み

かしま

高齢施策 介護家族による介

ェやレストランの誘致の他、

練馬区議会自由民主党

環境 施設の特性等を考慮し
護なんでも電話相談等区独自

川辺の映画祭の開催等、公園

いて注意喚起に努める。

克子

石けんや合成洗剤を併用。

める

のさまざまな支援事業を実施。 応、中高生のＳＯＳを受け止

どりバス南大泉ルートの保谷

受診等につなげる等。②認知

やない

◆香りの害への対策について
◆みどりの総合計画について

の魅力をより一層高める仕掛

②国の動きを注視。③検診案

生活者ネットワーク

問 ①学校給食用の白衣の洗
ついての考えを伺う。

担はほぼ生じない見込み。

ー向上に向けた活動に取り組

濯時に頭痛等身体に影響が出

問 緑被率と満足度の関係を
可保育所を基本に。

時間 日の相談体制に

て苦しむ人がいる実態を把握

問 ①再開発や道路計画の合

一般質問（要旨）

◆「みどり 」
を放棄した新計画

症地域支援推進員が専門的な

問 ①ＡＩを活用したケアプ

◆地域包括ケアシステム

相談支援等。③考えていない。

体に情報提供等。⑤在宅療養

内に掲載する等さまざまな機

ガイドブック等を通じ普及啓

号被保険者の若年

談対応等個々の支援につなぐ。

②地域包括支援センターで相

高齢施策 ①国等の動向注視。

の在宅サービスの充実を。

性認知症や高次脳機能障害者

護保険第

陽光発電と耕作が可能なソー
※６

◆認知症対策について

子ども・高齢者、
誰もが命を大切にする政策

問 ①検診対象年齢引き上げ

◆がん対策と支援について

学校に働きかける。

ラーシェアリングの研究を。

会を捉え周知。④区内産業団

の変調、相次ぐ税制改正によ

ラン作成支援とケアマネジャ

問 練馬区農の学校用地に太

る歳入の減少等極めて厳しい。

ーの業務軽減や研修を。②介

◆ソーラーシェアリング研究

教育振興 ①制度上学校が管

雇用の学校司書配置を。

問 母子手帳にも記載してい

◆ 子どもの人権と権利について

発。教育振興 ⑥発達段階に

区長 ①子どもたちを幸せに

問 ①消費増税の影響は。②

理員に直接指示できないこと

講じると考える。②世界経済

を繰り返し指導。放置との指

都市農業 圃 場面積確保等課

することに役立つのか疑問。

経済や世界の動向をどう見て

根拠を。②高さ

問 緑被率 ％の目標を放棄

問 ①業務委託の現場で偽装

した理由を。量に関する目標

請負が事実上放置されている。 いるか。

置付けを変更する考えはない。 ◆財政について

童ゼロを達成する見込み。③

◆学校図書館の偽装請負問題

国の動向注視し判断。④保育

こども ②計画を大きく上回

技監 ①早期の事業実施を望

重大な問題。②学校図書館の

る 人の定員を確保し待機児

む声等を聞いている。引き続

ニーズへの対応は認可保育所

発ビルは地区計画や景観計画

が掲げ続けることは極めて無

だけで行い得るものではない。 充実を適法的に図るため直接

の高さ規制と両立するのか。

責任。質にも着目した新たな
き地域の意見を聞き関係機関

区長 ①国が十分な支援策を

と調整。②既に立地している

新「ビジョン」には
明日の練馬を託せない

考え方のもと検討を進めた。

問 ①道路計画線はなぜおお
むね ㎞メッシュで引かれて
る際は改めて交通量推計を。

要因とされる多剤服用や聴力

問 ①高齢者の認知症の発症

用液体ミルクも災害時備蓄物

け入れ可能な体制を。②乳児

問 ①避難拠点に外国人も受

◆防災対策について

で受診状況に影響は。②検診

資に。③発災時、防災士等が

けい子

の年齢上限への所見は。③検

低下について、認知症予防と

白石
え保護者や大人の果たすべき

ドラインの趣旨を踏まえ検討。 こども さまざまな機会を捉

診の不利益の説明も必要。所

練馬区議会立憲ねりま

◆ＰＴＡの在り方について

見は。④就労支援体制は必要。 しての所見は。②徘徊・暴力

危機管理 ①必要な配慮をマ

活動できる連携体制の構築を。

る「児童憲章」の周知啓発を。
練馬こども園等も活用。

責任について周知啓発。

等のＢＰＳＤ症状の人へのケ

ニュアルに記載等。②賞味期

摘は当たらない。②国のガイ
◆ 図書館専門員と光が丘図書館

問 ①さまざまな問題の根本

◆保育無償化の範囲について

アは重要。所見は。③認知症

限の設定等考慮し検討。③災

成二

問 ①練馬の専門員が異動し

は会の任意性にあるとする大

企業等にさまざまな情報提供

高齢施策 ①医師会等と連携

賠償責任保険制度の構築を。

市民の声ねりま

た場合、光が丘図書館カウン

う考えるか。②財源の確保は。 を。⑤社会生活や在宅療養が

問 ①無償化の対象範囲をど

可能となるよう啓発を。⑥義

③道路の街路樹を「みどりの

技監 ①住宅系の市街地では、 ◆保育・児童相談所について

軸」から外すべき。

問 ①区が児童相談所を設置

ター業務委託はどうなるのか。 津市の手引について、どう考

務教育等で正しい知識を。

るとされる。②実施する考え

り、良好な住環境が確保され

うな都市計画道路の配置によ

㎢程度の近隣住区を囲むよ

する方向性は国も含めて進め

②手狭になった光が丘図書館

こども ①都が国制度の対象

健康 ① 歳代のがん発見率

歳代に比べ極めて低い。

30

難聴者は訪問支援で医療機関

し薬剤の適正使用等を周知。

知し多くの方の登録に努める。

害ボランティア登録制度を周

※７

てきたもの。区長はこの方向

外となる層に対し独自の支援
策を実施する方針。国や都の

えるか。②ＰＴＡの在り方を

性そのものを否定するのか。

こども ①各ＰＴＡの自主的

教育振興 ①小委員会設置し

な検討等を尊重したい。②行

②今年

通しを。③地域型保育事業の

職員団体と協議。②図書館整

はない。環境 ③歩行者に緑
陰や四季折々の景観を提供す

備計画による地区館であり位

は

連携施設確保の経過措置を延

40

圃場…農産物を育てる田畑、農園のこと。
ＢＰＳＤ…「 Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia
」の略。認知症の人の行動・心理症状。

動向を注視し検討等。②区負
長するのか。④連携施設は認

政が主導する考えはない。

る大きな役割がある。

月の待機児解消の見

は中央館として拡充・強化を。 検証・検討する場の設置を。

池尻

◆都市計画道路について

環境 達成困難な目標を行政

365

自体をなくしたのはなぜか。

24

928

◆ 石神井公園駅南口まちづくり

4

高層建築物との調和に配慮。

2

100

30

30

いるのか。②新たに事業化す

1

題あり研究を行う考えはない。 応じた、より効果的な指導を

ｍ超の再開

※５

8

意形成が終わったと判断した

◆ 区施設の石けん使用について

区道の拡幅整備に着手した。

◆ 羽田増便に伴う都 心上空超

区と都のトータルの児童相談

農の風景育成地区制度等を活

る。②民間との協働や、防災

みどりの量だけで判断してい

問 実 施 自 治 体での課 題 を把

低空飛行新ルート計画について

用した農地保全策をまとめる。 んでいる。区も積極的に取り

を踏まえ引き続き検討する。

ないことの表れと考える。

問 ①大泉井頭公園の拡張整

いて

充を。④乳幼児一時預かり事

◆ケアラー支援について
◆児童相談所行政と児童相談

体制のあるべき姿を積極的に

応じ各部署が連携して対応等。 答えた区民が

問 介護や看病を無償で担う

主張し提案していく。教育長

議論を深めることが難しい。

問 子どもやアレルギー体質
ケアラー自身にも福祉的な支

会の開催を要望するが考えは。

握し、改善した「教室型」説明

者との勉強会や商店会との話

の区民が使う洗浄剤は、人体

問 ①職員の増員、弁護士等

体制「練馬モデル」について

まっすぐに、誠実に。
政策を実現！

への安全性や環境への配慮の
ネットワーク等支援施策を。

・

③子育てスタート応援券の拡

設置し見守り。引き続き児童

の区民が豊かさを感じている

％

されていると考える。香りの
と答え、

9

視点で、石けんを使用すべき。 援が必要。個別相談や多職種

69

相談所等とも役割分担し対応。 児教育の無償化後も継続を。

年度

害に特化した対応等は考えて

・

必要と認める」公園使用料減
いない。健康 ②相談内容に

％減少したが、平成

区政改革 ①大規模な集会は

解は。②「その他区長が特に

2

免の判断基準は。

は受けていない。適切に対応

自ら説明し区民同士の討議を

30

経て策定すべきであった。見

※5

1

※７※６
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