ＢＰＲ…業務効率や生産性向上に向け、業務の流れや仕組みを全面的に再構築すること。

の内容と周知は。②防犯カメ
握に力を注ぐべき。考えは。

躍支援プラン」の対象者の把

チを。④「就職氷河期世代活

問 ①改訂版「防災の手引き」 状把握後、諸課題へアプロー

口体制や今後の取り組みは。

内容は。③事業承継の相談窓

区プレミアム付商品券事業の

向上への支援を。所見は。②

問 ①区内中小企業の生産性

◆中小企業振興について

いて

◆世界都市農業サミットにつ

③多様な教育・保育サービス

創設等育児サービスを充実。

教育長 ②練馬こどもカフェ

所を開設、定員

体的な課題を検討。②都は用

不可欠。長期的視点から検討。 技監 ①駅の構造等、より具

を選択できる環境づくり等が

地取得部分の整備を進める予

す延伸地域のまちの姿と現在

学園町希望が丘公園整備工事

なる積み増しを要望。考えは。 ④区内を走る聖火リレーは地

の取り組みは。④基金のさら

の進捗状況は。⑥多目的運動

域に広げていくべき。所見は。 あるものに。所見は。⑤大泉

⑤啓発活動を延伸地域と区全

広場完成を祝って区主催のイ

性化事業への支援を。所見は。

ため、スポーツ振興、地域活

人増加等。

実施への準備体制は。⑥幼児
ラ維持管理への補助充実を。

副区長 ①引き続き設備投資

※１

全医療機関等対象に状況把握

ンターの経営相談、アドバイ

発行。③ビジネスサポートセ

療養は、医療・介護資源の現

教育無償化による区への影響
③川崎市の事件への考えは。

等の取り組みを支援。②低所

についても補助制度を検討等。 人材バンクの設置を。③在宅

額は。⑦無償化に伴う食材料

副区長 ①資格取得研修の受

存症防止対策は。⑤「小学校

ス・プ ロ セ ス・リ エ ン ジ ニ ア

と対応は。② Ｂ ＰＲ（ビジネ

費の補助は区立の水準に統一

副区長 ①ブロック塀の安全

外 国 語 科 」「 特 別 の 教 科 道 徳 」 ◆防災・防犯について

リング）手法を活用した事務
し、私立保育園、幼稚園にも

◆区財政について

改善の取り組み状況は。③会
支援策を実施すべき。考えは。 対策等。地域の訓練で使用等。 講料助成拡充等。②登録者確

ベントを。所見は。⑦大泉学

問 ①今後の区財政の見通し

計年度任用職員制度の準備状

問 ①サミットの開催目的は。 定。③まちの中心となる新た

のため調査を実施等。④調査

園駅からの交通利用促進につ

地域文化 ①陸上自衛隊朝霞

いての所見は。また公園の第

地下鉄大江戸線延伸
都と実務的協議状況は

Ⅱ期整備のスケジュールは。

な拠点。駅前広場の計画等検

わい創出を支援。④練馬区な

フレット提供等で祭り等の賑

精査中。②今年７月。③リー

種目等。観客数は

②多くの農業者が関わること

要性について検討。⑤延伸の

訓練場で

問 ①無償化に伴う今後の対

◆待機児童対策について

都市農業 ①練馬の都市農業

のできる取り組みを。所見は。 討。④都との協議を踏まえ必

かしわざき

問 ①改正議案の趣旨は。②

◆「まちづくり条例」について

応は。②在宅子育て世帯への

練馬区議会自由民主党

区民、事業者の要望踏まえた

らではの心のこもった歓迎等

方法の工夫等で把握に努める。 ザー派遣事業等を活用し支援。

域色を活かした盛り上がりの

況と対象者数、財政負担の推

得者と子育て世帯対象にプレ

純二

② 都 新 設 の 制 度 活 用 で 町 会・

小泉
分の１、商店会は

％の商品券を区が

ミアム率

区長 ①減収が続く。第２次

こんな時代だからこそ
着実な一歩で街づくり

計値は。④児童遊園を禁煙に。 教育長 ①教員から、授業の
ビジョンとそれに基づく今年
度予算を着実に実行。 企画
②７事務の見直しを試行し効

練馬区議会自由民主党
準備時間が減少した等の感想。 自治会は

見直し、実情に即した運用を。 区の対策、サービスは。③子

を検討。⑤グラウンドの基礎

学校内外で子どもたちの命と

意義等を広く内外に発信。

６分の１の負担。教育長 ③

◆東京２０２０大会に向けた

る環境を整備等。②来年度か

の魅力と可能性を世界に発信

健康 ④７月１日から禁煙。

等。②国際会議運営を農業者

年間約７億６千万円の経費増。 全教員が活用事例を入手でき

どもたちの笑顔輝くまちの実

安全守るため具体的対策検討。 技監 ①シェアハウス建設等

の基準の見直し等を行うもの。 現のため、安心し子育てがで

◆介護保険・高齢者施策につ

②実情に応じた条例の適正な

問 ①都の加入促進事業のさ

ら順次配備。③指導用教材の

運用に努める。

らなる周知を。②運営マニュ

況と今後は。②補助

い、令和３年度の完成目指す。

地域文化 ①事例の紹介等で

果を上げた団体の表彰制度を。

事の本格化は。③機運醸成の

自主返納推進対策を。②高齢

取り組み状況は。③区が目指

者施設の機能見直す。④今年

と連携し安全教育に取り組む。

度安否確認訓練を試行実施等。 者にＡＳＶ車購入支援を。③

る施設には特定屋外喫煙場所

欺対策として自動通話録音機

施設を。③高齢化する保護者

貸与窓口拡充と周知を。④学

◆持続可能な町会・自治会運

した相談を実施等。④教員向

営について

けの区独自のマニュアルを作

設置。③児童遊園は７月１日

方をセンターが訪問し、受診

障がい者の避難訓練等実施を。 から禁煙。環境 ④４か国語

こもりの対応は。

につなげる。②地域支援推進

※２

策を。⑤学童クラブ待機児童

危機管理 ①講習会等で普及

◆みどり施策について

力事例等を発表等。④検討。

会と協働で作成。③連携・協

事業周知。②今年度町会連合

に対する取り組みのさらなる

啓発。②さらに協定団体を増

校安全対策強化と防犯教育の

問 ①公共交通空白地域改善

問 ①区の受動喫煙に対する

◆受動喫煙防止対策について

転時認知障害早期発見チェッ

高齢ドライバー事故防止に運

園の利活用を。④農地を外国

かし整備を。③住民管理で公

会体育館跡地は区民意見を生

問 ①区長の決意は。②静水
ター等に拡充。民生委員通じ

の利用促進を。④

星野

推進を。⑤防犯カメラ増設を。 子どもの安全対策強化と
障がい者施策推進を
の進捗は。②みどりバスの全

やす。③窓口を消費生活セン
周知等。教育長 ④学校安全

クリスト

練馬区議会公明党
ルート増便・最終バスの時間

うすい民男

延長・年末年始の運行を。③

考えは。②庁舎の敷地内の受

問 ①駅と病院・医療施設を

編は関係機関と協議等。②運

結ぶ経路のバリアフリー化を。 技監 ①みどりバスルート再

問 ①医療的ケア児の施設受

◆障がい者施策について

り有効な設置に取り組む等。

⑤都の補助事業再開踏まえよ

健康 ①②屋内喫煙所は撤去。 え検討等。③高齢者の生活ガ

公衆喫煙所の受動喫煙対策を。 行う方針。都の検討結果踏ま

の外国語案内設置を。⑤駅等

煙対策を。④路上喫煙ルール

どもが集まる場所での受動喫

果的な装置の取り付け補助等

土木 ①②都が事故防止に効

④世界都市農業サミット開催

組みづくりを検討。都市農業

②具体的な活用策検討。③仕

き継ぐのが重要な責務。土木

等の自転車安全講習会実施を。 区長 ①みどりを次世代に引

に合わせ都市農業の魅力発信。

」の略。先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した自動車。
Advanced Safety Vehicle

イドに掲載準備等。④警察等

人向け観光資源として活用を。
②商業施設等のバリアフリー

行方法の工夫による増便等を

多数の区民が一定時間滞在す

高齢者、保育園送迎の保護者
制度を検討。④安心して子ど

提案中。③新たな交通手段の

け入れ体制強化を。②身近な

教育長 ①施設や運営状況の

員が専門病院と連携。③実施

練馬区議会公明党

自治体の状況を参考に研究等。 乗 り 合 い タ ク シ ー・デ マ ン ド

効果的な防犯教育に取り組む。 動喫煙対策は。③公園等の子

対策指針の見直しに着手。より

成し全区立小学校に配布。

区長 ①都と連携し新しい児
教育・保育サービスを選択で
きる環境づくり等が不可欠。
長期的な視点で検討。副区長
③ビジョンに基づく施策を着
実に進める。④昨年から８０

交通の導入を。④バス停留所

もを産み育てられる環境等の

可能性検討。④事業者に可能

実態の把握に努める。

５０問題に対する支援を強化。 強化を。

に上屋とベンチの増設を。

の推進を。②危険なブロック

情報の発信を。③バリアフリ

な場所からの整備を働きかけ。 場所に医療的ケア児短期入所

きめ細かな情報提供に努める。 ◆バリアフリー化について

塀の対策として助成制度を。

ブの早期全校実施を目指す等。 ーについて気軽に相談できる

実現目指す。⑤ねりっこクラ

窓口の設置を。④オリ・パラ

②現行の対応を継続。③補助

教育長 ①学校安全対策指針

教育を通し、さらなる心のバ

問 ①子どもの交通安全対策

の見直しに着手等。副区長

問 ①地域包括支援センター

◆認知症対策について

30

②ブロック塀の除却のみを対

ＡＳＶ…「
※２

象とした助成制度も検討。

◆教育環境の整備について

あつし

童相談体制を構築。②多様な

・障がい者家族のケアを。④

230
◆公共交通空白地域改善計画

16

幼児教育保育の無償化で
こどもの未来を開く

一般質問（要旨）

となる造成工事中。⑥スポー

問 ①特別養護老人ホーム職

いて

のシールを新たに作成。⑤移

ツイベントを検討。⑦区ホー

指導を充実等。⑤教員研修の
員確保の対応は。②離職防止

設、廃止を含め対策を検討。

アルの作成を。③他団体との

丘公園について

充実等。
「道徳」は学習指導
のため、介護従事者、有資格

副区長 ①医療的ケア児支援

連携支援を。④特筆すべき成

中心に準備、直売所でＰＲ等。 機運醸成と大泉学園町希望が

校での成果と、その利活用の
要領踏まえ適切な授業が行わ
者の登録、相談支援のための

連携会議で必要なサービス等

問 ①高齢ドライバーの免許

◆交通安全対策について

◆地下鉄大江戸線延伸について

方法は。②児童生徒へ早急に
れるよう指導。⑥約２億円の

と物忘れ相談医の連携強化を。

の協議開始。②医療機関と整

区長 ①私立認可保育所 か

タブレットパソコンを。③プ
負担減と試算。⑦私立幼稚園

②家族の異変を感じた時の相

問 ①予知防犯対策導入を。

◆防犯対策について

備に向け協議中。③区立障害

きる環境づくりを。所見は。

ログラミング教育導入への対

◆子育て支援施策について

談体制の強化を。③認知症グ

福祉 ①検討。②あんしんお

リアフリー教育の推進を。

②車載カメラ設置車両にパト

ムページ等で案内等。今年度

応は。④視力低下、ゲーム依

問 ①保育所定員の細やかな

ループホーム利用に家賃・食

ロールプレートを。③特殊詐

屋根付き広場等の建築工事行

◆区長の基本姿勢について
情報提供を。②保育所の給食

事の補助を。

でかけマップへの掲載に努め

問 ①射撃競技の概要・観客

問 ①児童虐待では関係機関
費に補助を。③私立幼稚園の

る。③インターネットを活用

数の想定は。②競技場建設工

とどのように連携するのか。
入園料等に補助を。④次期子

副区長 ①実態調査の結果か

号線の

②これからの保育行政の展望

ら、認知機能低下が疑われる

問 ①都との実務的な協議状

は。③全世代型社会保障の区
ども・子育て支援事業計画に

15

働き方の多様化に対応した施

整備等。④児童生徒に対する

人。

25

長の考えは。④中高年のひき

問 ①ＩＣＴ機器導入モデル

詳細を検討等。約２千

果確認。人事戦略 ③報酬等

強

保に課題。さらなる相談機能

630

強化を検討。③今年度、区内

※１

◆教育・子育てについて

600
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ての記述等を理由に滋賀県野

を踏まえ、関係機関が連携し

等で丁寧に案内。相談支援等

れつつある漫画を、縁ある練

◆小中学校の教育負担について

◆区長の基本姿勢について

象外にするよう国に求めよ。

◆育児に関する情報提供

◆消費税増税について

教育振興 放射線に関する知

地域文化 美術館等で区ゆか

「参加から協働へ」 馬が推し進めるべき。所見は。 洲市が自主回収した。所見は。 てきめ細やかな支援を行う。
を通じ個々の状況に応じ支援。 問 区長の
の思いと、インフラ整備、ま

◆西武新宿線立体化について

問 育児に関するフェイクニ

問 ①国に給食費無償化を求

識を正しく理解させる等、本

めよ。②区として給食費を無

ちづくりでの区民意見反映は。 りの漫画家に関わる展覧会を

こども ①②区長会通じ無償
問 ①立体化の在り方は、住

化に伴う全ての財源確保を国
償にせよ。③入学準備金の入

月から
学前支給を小学校でも実施を。 民の意向に沿ったものにせよ。 区長 具体的な取り組みを進

問 国に応能負担の原則に立
に求めてきた。実費負担ゼロ
④就学援助の対象を拡大せよ。 ②鉄道会社の事業負担は

った公平な税制と、
の消費税増税中止を求めよ。
や区立園のみの支援求める考

めてきた。さらに区政全般に

◆アニメの観光施策について

生かした取り組みを進める。

を策定し、区の文化的特徴を

問 ①まずは実態調査が必要。 発信する技術が行政には必要。

◆ひきこもり支援について

用されるよう各校に促す。

素早く把握し、正しい情報を

となっている。誤った情報を

ュースが横行し、大きな問題

えはない。③保育の質等確保

り協議会等を設置し多様な意

◆選挙について

届けるよう努める。

保健所 正確な情報を確実に

所見は。

広げる。地域文化 まちづく

開催。
「映像文化のまち構想」 来の趣旨にのっとり適切に活

企画 消費税増税は必要かつ
％

やむを得ないものと認識。中
のみ。在り方を見直せ。

務教育無償の原則に反しない。 技監 ①説明会等通じ計画を

見を聞いて計画作りに反映等。 問 ①他の自治体との連携を。 所見は。②専門性が高く、技

◆保育園の待機児解消について

◆財政について

に努める。求める考えはない。 教育振興 ①②現行制度は義
周知し意見を聞く。②安全で

止を求める考えはない。

快適なまちづくりを実現する

問 都市インフラ整備等には、

区民と共に
新しい時代の、新しい政治を
少子高齢化時代を踏まえた観

◆ヘイトスピーチ対策について

ヘイトスピーチの根絶へ力尽くし
人権を守れ

の対応等注視し研究を深める。 を受け止めよ。②認可保育園

の創設を求めよ。②補聴器に

問 ①国・都に購入補助制度

◆補聴器購入の助成について

は妥当。変更の考えはない。

考に検討深める。④現行水準

考えはない。③先行自治体参

向上できるものではない。

援のみで運転手全体の処遇を

る増便等を提案中。②区の支

技監 ①運行方法の工夫によ

を行え。

手の育成、定着について支援

多い時間帯の増便を。②運転

問 ①全てのルートで利用の

◆みどりバスについて

編成時等に適宜見直しを行う。 事業を紹介等。②デジタルサ

政運営の基本。毎年度の予算

じ事業計画を見直すことは行

企画 社会情勢等の変化に応

検討を。所見は。

が拡大している今だからこそ、

点も必要。人口増による税収

産業経済 ①近隣区と相互の

②区ゆかりのキャラクターを

必要。今後の体制強化を。③

量のあるスタッフの確保等が

選挙管理 ①区独自のさまざ

ていくべき。所見は。

のデジタルサイネージ活用を。 成長に合わせ各機関と連携し、 その結果に応じた対策を講じ

デザインした駅前観光案内版

副区長 ①調査方法を工夫す

連続的な支援を。

区独自の実態調査を。また、

②なぜ投票率が低下するのか、

問 ①投票に行くことがメリ

区長 ①質・量ともに最大限

◆ 幼 児 教 育・保 育「 無 償 化 」 の整備目標の引き上げを。

許されるものではない。②都

の対策を講じてきた事実を認
関わる情報の発信を。③区と

問 世界的にアートと認識さ

◆練馬独自の文化施策

を検討。

イネージを含め効果的な活用

０５０問題に対し、関係機関

②相談員の増員を進める。８

る等実態把握に努める。福祉

ＳＮＳのさらなる活用等で広

同様の傾向。年齢層に応じ、

票率を分析した結果、全国と

まな広報・啓発を実施。②投

報・啓発の充実を図る。

が合同でケース検討等を行う

連絡会を開催。③実態の把握

問 文科省が小中学校と高校

に配布したが、放射線につい

◆「放射線副読本」について

一般質問（要旨）

企画 ①都や他自治体の対応

を注視。②条例・規則等に基

すべき。見解は。

づき利用の可否を判断。施設

問 ①区内で発生した重篤患

者の救命率向上に向けて、区

について

内初の三次救急病院を順天堂

握に努め関係機関が連携して

育環境の保全と道路整備を両

きめ細かく支援。土木 ④教

立させる方針が示されたと考

の運営上、支障が生じた際に

◆区長の基本姿勢について

は、その場での注意喚起を行

煙の検討状況・ルール作りは。

ットに感じられる取り組みを。

問 ①実費負担が残る食材料

について

可園のみが求められていると

識いただきたい。こども 認

高齢施策 ①必要に応じ充実

して購入補助制度を創設せよ。

けんじ

費も無償化を国に求め、でき
いう認識は当たらない。②さ

を要望。②③総合福祉事務所

富田

ない場合は区が負担せよ。②
まざまな手法を活用し保育サ

判断するのか。②改築は、工

練馬区議会立憲民主党

区立保育園の無償化も国の負
ービスの充実に取り組む。

事費の適正化を図り、工事内

まさゆき

担で行うよう求めよ。③基準

は。③今年度、地域別防災マ

坂尻

も守らない認可外保育園は対

ップを作成する地区は。④防

容も改めることが必要。所見

企画 ①不当な差別的言動で

◆西武新宿線の連続立体交差

は。③体育館の空調設備設置

練馬病院に整備すべきと考え

うとともに次回の利用を遠慮

地権者に迅速かつ丁寧な説明

問 ①区民協働導入から４年、 える。教育長 ⑤警察、保護

るが今後の対応方針は。②現

施設に設置。②特

在の敷地では容積率等の関係

校選定方法と工事の進め方は。 健康 ①

者、地域住民、学校が連携を

の助成金増額を。所見は。

強化し、防犯態勢を拡充。

を。②立体化に向けた地権者

これまでの評価と職員の変化

教育長 ①建物の構造躯体の

は。②協働推進のため企業や

現状、設備の劣化状況等総合

定屋外喫煙場所は練馬庁舎２

副区長 ①都が時間 ㎜降雨

か所、石神井庁舎１か所に設

対応の護岸整備。石神井川で

いただく等対応。

説明会や個別訪問説明の今後

※３

の方針やスケジュールは。③

◆選挙啓発について

万円。③区報等で周

環境保全と都市計画道路整備

対策は。④大泉第二中の教育

りという新たな社会的課題へ

知。④喫煙目的の離席禁止等。 考えは。③中高年のひきこも

しコスト低減と工期短縮を図

貯留浸透施設増設計画完了見

問 ①商店会数、会員店舗数

◆商店街振興について

についての有識者委員会の提

練馬区議会未来会議
る。③地域バランス等考慮し

井上

やすい場所への期日前投票所

考えているか。③アクセスし

②ＳＮＳ等の啓発効果をどう

票率をどう分析しているか。

問 ①今回の練馬区議選の投
の状況は。②今後の空き店舗

設置について区の検討状況は。

未来の課題に対し
現実的かつ建設的な議論を

地権者に対して
丁寧な説明と十分な補償を！

対策は。③プレミアム付商品

地域医療 ①②整備が必要と

問 ①オプジーボやキムリア

から新たな病棟等の建設は困

置。約

難であるが今後の方針は。

的視点で検討。② ＣＭを導入

区内団体等とより連携が必要。 ◆国民健康保険について

％等。区は今年度末で雨水

上石神井駅交通広場の用地買
収のスケジュールは。④補助
号線整備の今後の方針は。

区長 ①区政の最重要課題の
技監 コンパクトな資料作成

一つとして積極的に取り組む。

等、超高額医薬品の保険適用
込み。②地域の状況に応じ適

が

とともに上昇。 才の投票率

関係機関等と協議を進める。

決し、設置が実現できるよう

勇一郎
言に対する見解は。⑤通学通

合わせ実施。 土木 ③今月か

よしゆき

園時に発生する事件事故への

選挙 ①若年層が低く、年齢

田中

券利用店舗登録募集等の準備

認識。敷地拡張等の課題を解

練馬区議会自由民主党

状況は。④購入対象者の説明

における国民健康保険制度へ
順次選定。今年度から毎年

増加等、給付範囲についての

切なタイミングで避難情報が

区長 ①町会・自治会やＮＰ

ら折衝開始。④まずは区が新

◆受動喫煙防止条例に対する区

産業経済 ①平成 年度は

発令できるよう基準定め運用。 校設置しおおむね７年で完備。 等は漏れ等がないよう注意を。 どもを守る訓練を検討しては。 の影響は。②市販品類似薬の

㎞区間の事業化を目指す。 ③関町地区。④危険箇所等を

青梅街道から青梅街道までの

、 才より高いのは、高

れたほか投票日のアクセス数

約

が増加する等、一定の効果が

％、約

15

％減少。

校での主権者教育の効果等の

対する今後の区の方針は。②

あると考える。③他自治体の

反映と分析。②新聞で紹介さ

公共施設利用に当たり、公共

事例等を踏まえ引き続き検討。

問 ①ヘイトスピーチ防止に

商店会、４千

に関わる課題と認識。国の動

施設の利用制限に不当な差別

◆人権問題について
それぞれ

向を注視し、状況に応じて特

的言動を防止する内容を追記

区民 ①②医療保険制度全体

問 ①区全体で施設内にある

の施設管理等の対応について

別区長会を通じ要望。

課題に対し区の見解は。
まち歩きで確認するワークシ

◆順天堂練馬病院三次救急化

Ｏ団体、区の連携は着実に深
ョップを設ける等。危機管理

討。③今月から募集を開始等。 の住民自治という理想の実現

②支援の仕組み等をさらに検

を目指し粘り強く一歩ずつ進

まっている。職員の意識は追
⑤実情に応じた見直しを検討。 喫煙室の数は。②各施設の対

めたい。副区長 ③実態の把

年で

問 ①河川整備の進捗状況や

◆水災害対策について

◆区立小中学校の改修改築工

⑤個別に案内を送付予定等。

いて定期的に周知を。所見は。 ④区立施設でチラシ配布等。

		

い付いていない。②大都市で

浸水被害想定地区への取り組

④職務専念義務がある職員喫

10

ＣＭ…「 Construction Management
」の略。発注者の補助者・代行者が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計、工程管理、コスト管
理等の各種マネジメント業務を行うこと。

策とその費用は。③条例につ

みは。②区民に分かりやすく

問 ①長寿命化の適否をどう

店舗。

18
事について

99

正確な防災情報や避難情報を

30

14

伝えていくことが必要。所見

10

20

し個別訪問。②事業の進捗に

安全対策として地域全体で子

400

50

と周知を。⑤対象者への案内

80

30

を希望。区は保護者のニーズ

化と沿線まちづくりについて
捗状況は。⑤地域防災組織へ

日本共産党練馬区議団

重要な公共事業。必要以上の

国に求めることや制度変更の

問 ①区立施設がヘイトスピ
ーチをする人物に使われた。
ヘイトスピーチをどう認識し
ているか。②区立施設でのヘ

97

問 ①高架方式採用について、 災マップを使用した事業の進

イトスピーチを防ぐ対策を。

負担を求める考えはない。

問 ① ％の保護者が認可園

15

10
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3
●

ソーシャルインクルージョン…社会的に弱い立場にある人々を排除するのではなく、社会の構成員として包み支え合おうという考え方。

提供や相談、啓発に取り組み。 めている。改めて人権課題に

い。④目標の一つに掲げ情報
た性教育の重要性および改訂

員向け研修を充実すべき。ま

問 ①全国や都の自殺死亡率

◆自殺対策について

ー等による相談支援等。⑤精

ある等。地域包括支援センタ

の方針は。②ひきこもりの人

日曜日も対象とすべき。今後

近な地域でできる体制整備を。

④児童の愛の手帳の発行が身

ョンに基づき体系的に事業進

問 ①パートナーシップ制度

◆性的マイノリティについて

※４

減少率が低い。見解は。②男

の減少傾向と比べて練馬区の

⑤障害のある大人用のおむつ

教育振興 現段階では学習指

関し条例制定する考えはない。 の内容を周知すべき。

交換台がなぜこんなにも少な

◆ヘイトスピーチについて

と同居する高齢者には、どの

区民への周知が進んできたと

ような支援体制を取るのか。

考える。教育振興 ⑤学校が
性が相談しやすい環境づくり

神保健相談やアウトリーチ事

について「現実的な効果が不

をどう進めるのか。③若い世

業等により関係機関と連携。

明」という区の考えは変わら
導要領に示されていない内容

いのか。基準を設け、障害の

を含む指導の実施を推奨する

ある人が出かけやすい地域づ

問 ①区内のヘイトスピーチ

②都の居住支援協議会と区の

高齢施策 ①現時点で拡充は

本人や保護者の意向等を確認

代に対する自殺対策はどう取

考えていない。②同居家族の

し柔軟に対応することとなる。 の現状について認識は。②都
考えはない。今年度、モデル

問 ①区が今年度から実施す

ないのか。理由は。②性自認

事業実施校で公開授業を予定。 り組むのか。④高齢者の自殺

◆居住支援について

等を理由に結婚が認められな
条例を受け都基準に準じて公

握し支援体制整備に向け検討。

障害者基礎調査等で課題を把

暮らす社会を築きたい。福祉

地域で日々生きがいを持って

区長 ①②誰もが住み慣れた

くりを。⑥バリアフリー設備

の施設の利用制限や差別的表

生活実態に合った支援を実施。 見を聞く場の一層の充実を。

の改善について、当事者の意

⑥各校の実情を踏まえ対応。

協議会の役割分担は。③６月

桜子

食サービス等の対象。今後も

◆ ソ ーシャルインクルージョ

死亡率が高い現状をどう捉え

将来に希望を持てる
地域社会の実現を

市民ふくしフォーラム

かとうぎ

る支援について具体的に示せ。 支援が得られない高齢者も配

い現状は差別では。見解を。

ているか。また支援体制は。

※４

③区は国に同性婚が法制化さ

問 ①学童クラブ待機児をい

⑤医療との連携が重要。医療

◆子育て支援について
つまでにゼロにするのか。②

機関等から地域での継続支援

現の拡散を防止する措置講ず

今年４月の学童クラブ利用者

の依頼等あった場合の体制は。

ンについて

政治は
マイノリティのためにこそ！
数と待機児童数は。③待機と

れるよう働きかけを。④現在
の男女共同参画計画における
性的マイノリティの人権擁護
について区の評価は。⑤学校
で生徒が標準服の着用を拒否

たけし

進捗確認等。③利用方法等丁

岩瀬

寧に案内。情報の充実に努め

市民の声ねりま

から始めた相談受付の状況は。 ◆障害者福祉について

技監 ⑤福祉のまちづくり推

る。④都区の役割分担を協議。
談支援等。④地域から孤立し

開始後１週間で

件の相談。

加し支援方法等を検討等。③

③バリアフリーマップの検索

め、方針を定め検証の場を。

地域単位での設置は難しい。

進条例で規程を設けている。

障害者地域自立支援協議会で

で入居相談や物件情報提供等。 応じて働ける場について検討

技監 ①住まい確保支援事業

する場を。②体系的・包括的

健康 ①年度ごとの変動に幅

るべき。③ヘイトスピーチへ

い状況。②民生・児童委員等

に手話施策の充実を進めるた

があるが区の自殺死亡率は減

問 ①外国籍児童を捕捉し支

企画 ①差別落書き等が発生。 こども 民間学童保育事業の

の方針や基準等を策定すべき。 ラブの早期全校実施を目指す。 少傾向にあり、国や都より低

②都は区の活動を支援等、区

区長 ①引き続きねりっこク

援できる仕組みの構築を。②

は都開催の情報交換会等に参

なった家庭に対する支援は。

認めるのか。⑥性別や理由を
ソーシャルインクルージョン

と連携し相談支援につなげる

した場合、着用しないことを
問 わ ず 申 請 な し で ス カ ー ト・

等。③ＳＮＳ活用等による相
支援につながりにくい場合が

問 ①障害の重い人も体調に

スラックスの着用を認めよ。

名。

誘致等で解消図る。②在籍児
③夏休み期間中、学童クラブ

姿勢で対処するのか。

警察が出動した。どのような
使用制限、実態把握の調査を

の啓発を。②国に表示義務、

物質で健康被害が生じること

伝等ヘイトスピーチが行われ、 問 ①香り等の元である化学

袋を受け取らない等、積極的

職員が庁舎売店で不要なレジ

極め引き続き努力する。環境

題について国や都の動向を見

区長 ①プラスチックごみ問

族の生活への影響は。②有料

己負担導入による利用者・家

問 ①ケアマネジメントの自

◆介護保険制度について

等に向けた意見等承っている。

を国に求めよ。②規範意識の

問 ①道徳の教科化の見直し

意識を身に付けさせることや、

坂尻 まさゆき⑲

野沢 な
  な 

吉田 ゆりこ 

島田   拓  有馬   豊 

⑥施設の大規模改修等の際、

のむら 説
   ⑩

沢村 信太郎 ⑳

土屋 としひろ

うすい 民男 

練馬区民の会

障害者等に類似施設を点検し

小松 あゆみ ①

富田 けんじ ⑪

倉田 れいか 

平野 まさひろ

柳沢 よしみ 

市民ふくしフォーラム

システムの充実や民間商業施

松田   亘 ②

石黒 たつお ⑫

池尻 成
  二 

西野 こういち

宮原 よしひこ

オンブズマン練馬

設等の情報との連携等、分か

井上 勇一郎 ③

岩瀬 たけし ⑬

かとうぎ 桜子

酒井 妙
  子 

小川 け  いこ 

都民ファーストの会練馬区議団

問 ①高齢者向け食事サービ

高口 ようこ ④

きみがき 圭子⑭

宮崎 はるお 

田中 よしゆき

小泉 純
  二 

市民の声ねりま

生活者ネットワーク

◆高齢者福祉について

やない 克子 ⑤

しもだ 玲
   ⑮

小川 こうじ 

田中 ひでかつ

小林 み  つぐ 

日本共産党練馬区議団

練馬区議会未来会議

てもらい設計に意見を反映等。

はしぐち 奈保⑥

鈴木 たかし ⑯

たかはし 慎吾

笠原 こうぞう

練馬区議会公明党

練馬区議会立憲民主党

りやすい情報発信の工夫を。

星野 あつし ⑦

柴田 さちこ ⑰

かしま まさお

白石 けい子 

つじ 誠
  心 ⑧

かわすみ 雅彦⑱

かしわざき 強

練馬区議会自由民主党

スは食数を３食から増やし、
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佐藤   力 ⑨

福沢   剛 

関口 和
  雄 

  

上野 ひろみ 

藤井 たかし 

傍 聴 席（ 階 上 ）

一般質問（要旨）

の夏季緊急受け入れ等実施。

名、待機児童

童５千

等の作成は考えていない。

ついて通底するものを条例に。 注視し研究を深める。③方針

差別的言動の解消に向け取り

教育振興 ①住民基本台帳と
問 改訂された都の性教育の

◆性教育について

組みを実施。②都等の対応を

相続等との整合性等に課題。
学齢簿のシステム連携で就学

の考えとこれまでの取り組み

②現行の婚姻制度が都条例に
意向把握。今後も就学支援の

は。③さまざまな人権課題に

規定する「差別的取扱いの禁

企画 ①認識は変わらない。

止」に抵触するとは考えてい
在り方研究。企画 ②③ビジ

現行法規で定める婚姻や遺産

ない。③働きかける考えはな

強化撤回を求める考えはない。 治体の清掃工場で焼却するよ

企画 差別落書きへの対応等
求めよ。③教育委員会から、

にプラスチックごみ減量に取

受け入れは難しいと考える。

環境 ①地域のみどりの保全

子どもの良さを認め成長促す

議場の議席表

手引きを広く学校に周知し教

◆区長の基本姿勢について

人権尊重に係る取り組みを実
保護者や教職員、学校が適切

な影響は不明。②現時点で国

容が明らかでないため具体的

高齢施策 ①制度の見直し内

化しないよう国に求めるべき。

施。公の施設は利用目的等の

観点から利用の可否を判断等。 に判断できるよう情報提供を。 り組むよう周知。②現時点で
ルートについて

一人ひとりの暮らしが
良くなる区政に

に意見を述べる考えはない。

◆緑化協力員制度について

押し付けや評価は子どもの権

◆脱プラスチックについて

活動に参加する機能はパワー

演 壇

◆都心上空を低空飛行する新

問 ①ようやく「教室型」説
明会が開かれた。計画そのも

健康 ①保健相談所で周知啓

問 ①協力員を新たに募集し

◆「特別の教科道徳」について

発等。化学物質過敏症につい

ないが、制度を廃止するのか。 利条約に反する。区の考えは。

克子

後も教室型説明会開催を国に

てホームページ等を通じ周知

やない

要望せよ。②参加できなかっ

予定。②求める考えはない。

生活者ネットワーク

た区民のために質問と回答を

のを知らない区民も多い。今

公開すべき。③落下物対策を

②今後について協力員が納得

教育振興 ①見直す考えはな

強化してもゼロにはならない。 教育振興 ③香りの害に特化

環境 ①丁寧な説明とさらな

問 ①庁舎内で販売のペット

国に計画見直しを求めるべき。 した情報提供は考えていない。 するよう話し合いを持つべき。 い。②発達段階に応じた規範
る周知徹底を求める。②早期

ボトルを缶に替える等すべき。 アップカレッジねりまへ移行。 評価は大変重要。各学校の取
り組み充実に向け働きかける。

②国は産廃である廃プラを自

②機会を捉え説明。活動継続

公表を国に求める。③対策の

理事者席

◆香りの害等「化学物質対策」 う求めているが、区の考えは。

366

確実な実施等を求める。機能

議 長 席

理事者席
書 記 席

問 区内でも講演会や街頭宣

440
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一般質問は、６月17日・18日・19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、おおむね２か月後に発行予定の会議録をご覧く
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