①区財政の見通しについ

◆区財政について

問
●

︑昨

①介護事業者人材不足へ

◆介護人材について

問
●

③１月

日までに完了︒正確

性に課題︒受験対応等数件の

一定の効果︒状態長期化等課

店舗︒②商店会補助等が

年

②成果と課題︑今後の対策は︒ 解決し関係機関と協議進める︒ ②実践実例を積み重ね充実等︒

ンを活用した自宅学習支援等︒

教育長 ①タブレットパソコ

副区長 ①停電時も医療救護

か︒②三次救急整備の考えは︒ 者の声等は︒④今後の対策は︒

は︒③上部空間の利用につい

災害時の避難路を選定等︒

て考えは︒④大泉ジャンクシ

◆空き店舗対策について

は︑就職につなげる取り組み
トは︒②実施は地域の協力に

①聖火リレーの区内ルー

の強化を︒所見は︒②はつら
よる態勢を︒③射撃競技会場

◆オリ・パラについて

②生産性向上特別措置法に基
ョン周辺の道路整備やまちづ

問
●

づく制度の周知に努める︒③
くりの取り組みは︒

①区内商店街空き店舗は︒ 所の電源確保が可能︒②課題

つシニア活躍応援塾の現在の

問
●

来年度事業所実態調査を行う

てどのような認識を持ち予算
考え︒新たな施策に取り組む︒ 実施状況と展望は︒

編成に取り組んだのか︒②東

でのテストイベントの開催は︒ 産業経済 ①平成

題︒新たな支援の在り方検討︒ 場の負担軽減への取り組みは︒ ◆子育て対策について

④シャトルバスの検討状況は︒ 年

区長 ①②素晴らしい大会と

は周辺環境に影響がないこと

技監 ①初期掘進中︒②国等

高齢施策 ①希望と求人がミ

なってほしい︒ 副区長 石神

スマッチ︒求人種類を増やす
等︒②定員超える応募︒児童

笠原

こうぞう

①幼保無償化による需給

童館の今後の事業と役割は︒

相談場所として活用を︒④児

り組みを︒③児童館を気軽な

施設の質や安全性を高める取

バランスへの影響は︒②保育

問
●

意見︒④情報政策部門と連携︒

施設事業で活躍の場を提供等︒ 全等︒④良好な沿道環境形成

福祉 ①外国人職員受け入れ

の取り組み強化を︒②介護現

る３区の状況と都の対応︑他

日

動場公園を予定︒ノウハウを
生かし取り組む︒③４月

練馬区議会自由民主党

子どもから高齢者全ての方の
暮らしを豊かに

◆ 蛍光管の全量資源化について

区の検討状況は︒②練馬区虐

①としまえん閉園後の跡

日まで︒④利用者への
﹁おもてなし﹂を地域と検討︒

から

させるとの報道について区の

地にテーマパークをオープン

問
●

◆練馬城址公園について

等について地域と検討開始等︒ 井公園駅西側から練馬総合運

区長 ①第２次ビジョンのリ

かしわざき

量の実績と来年度の増加見込

◆教育について

器等導入費用助成対象拡大等︒ の支援強化し支援拠点増加を︒

⑤生活保護受給世帯の子ども

みは︒②収集方法の周知は︒

セミナー開始等︒②ＩＣＴ機

環境 ①昨年度 ㎏ ︒年間排

①区立施設での臨時回収
桜台地区は︒②防災まちづく

きたさまざまな行事の今後は︒ 集事業の今後の取り組みは︒

出量は ｔ 程度見込み︒②資

問
●

区長 ①防災公園と調和した

技監 ①商店街通りも順次整

り推進地区の取り組みは︒

①貫井富士見台地区の密

◆まちづくりについて

整備ならば歓迎すべき︒②整

問
●

受け止めは︒②都との協議状

②都との検討状況と今後は︒

づくりの検討状況と今後は︒

備方針に区が要望した水とみ

況は︒③としまえんで行って

教育長 ①都職員の派遣要請
副区長 ①駅前広場の整備等

①大泉学園町駅周辺まち

等︒都は助言等行う考え︒３
を地域と検討︒大泉学園通り

問
●

年度に２区が設置計画等︒②

どりの空間確保等が示された︒ 備等︒来年度からまちづくり

ンシステム導入で医療救護所

環境 ①区民等と連携して温

時期と延期判断の理由︑保護

行を延期した通知表を渡した

組みを︒③システム障害で発

に入れない児童生徒への取り

源・ごみ分別アプリ等で周知︒ ②不登校未然防止のため教室

⑤支援拠点を光が丘に開設等︒

点としての役割強化︒ 福祉

生カフェ実施︒子育て支援拠

ろばに相談員配置等︒④中高

用の補助開始︒③子育てのひ

①地域コジェネレーショ

相談体制整備への支援を︒②

ふたご手帖等の活用を︒③外

の動向踏まえ検討︒④育児用

実に努める︒②研究︒③国等

健康 ①活動場所の提供等充

に経済的負担を減らす支援を︒

業の概要は︒②困難事例に対

①連携推進担当による事

の意義を国内外に発信︒③農

問
●

①多胎育児経験者による

②数値目標の設定を︒③推進

問
●

組織設置等含め推進方針策定

たな補助対象についても研究︒ 出のための支援を︒④細やか

問
●

◆順天堂練馬病院について

との連携はどう強化されるの

室効果ガス排出量削減を着実

◆多胎児家庭の支援について

をし︑育成地区を他地域に広

に進める︒②都の補助制度活

機会のさらなる確保・充実は︒ サービス第三者評価の受審費

②認可外保育施設への都福祉

教育長 ①ほぼ想定の範囲内︒

の登録店舗の状況は︒また事
都と協働の新たな児童相談体
拡幅に着手等︒②早期事業着

①不登校児童生徒の教育

業終了後の対策は︒②生産性

手に向け積極的に協議進める︒ 企画 ③状況に留意し協議︒

問
●

向上に向けた取り組みを︒所
制︒都職員が広域的・専門的

の計画の策定を進める等︒②

支援等担う︒③子ども家庭支
①工事の進捗状況は︒②

一般質問︵要旨︶

げよ︒④農教連携を支援する

を強化等︒ 高齢施策 ⑥高齢

区長 ①農業者等と共に全力

◆福祉・保健の窓口改革

①ＳＤＧｓ への考えは︒

仕組みを︒⑤民間活力も活用

者基礎調査等を通じ課題を把

ミット宣言に掲げた都市農業

で取り組む︒ 都市農業 ②サ

し︑都市型農福連携の構築を︒ 用含め事業者へ周知等︒③新
付け等︒②大学等との連携を

を︒④広報啓発活動の強化を︒ メントの防止﹂を目標に位置

しは︒③ふるさと納税等での

検討︒③講座の内容を充実等︒ 財政調整交付金の今後の見通

業者等の活動へ支援事業開始︒ 応する人材の育成と確保︑適

副区長 ①基金残高の増加等︑

問
●

①みどりバスのルート再

導入について

◆新たなコミュニティ交通の

品のバザー等実施団体周知等︒

減収の周知と減収分の財源確
①特定健診とがん検診は

財政基盤は確実に強化︒②現

都市農業を生かして︑
魅力あるまち練馬を！

保を︒④歳入確保基本方針設

問
●

②ｅ ラーニング方式で大人の

時点で大きな回復は見込めな

に対応できる専門的な地域資

環境整った地区について検討︒ 切な人員配置を︒③困難事例

交通手段の導入を︒③地域住

よ︒②福祉の観点から新たな

編等は地域の意見を聴き進め

源の周知と行政として活用を︒ 民や地元のタクシー業者と連

こうじ

④小中学校等で収穫体験実施

練馬区議会公明党

等︒連携深める︒⑤施設と地

小川

◆健康推進施策について

①区財政への認識は︒②

企画 ①優先課題は区施策と

④全庁挙げて総合的に推進︒

◆区財政について

握等︒⑦セミナー等開始し活

合致︒第２次ビジョン中心に

対応示す︒③ビジョン検討委

※２

がん教育推進を︒③区民全体

い︒③さまざまな機会捉え周

セットでオプトアウト方式に︒ 定と新たな行政改革の推進を︒

の糖尿病の重症化予防を︒

知等︒寄付促進のため魅力あ

よしみ

健康 ①特定健診の案内にが

に関するホームページを充実︒ る事業検討︒④毎年度基本方

柳沢

員会活用︒④効果的手法検討︒ ん検診受診券を同封︒②がん

③未治療者へ働きかけ強化等︒ 針定め依命通達︒社会状況の

ンを作成等︒②国等実施の専

ーターとなり最適な支援プラ

区民が利用できる公共交通を

実施等︒②採算性も配慮し全

技監 ①パブリックコメント

通の導入に向けた検討を︒

携し︑新たなコミュニティ交

◆男女共同参画社会の推進に

元農業者等の協働の拠点検討︒ 福祉 ①各窓口のコーディネ

門研修に参加等︒経験豊かな

充実︒③事例収集し区に合う

◆温暖化対策について

職員を配置︒③社会を明るく

◆都市農業について

意は︒②フロン排出抑制の周

する運動のチラシ等で紹介︒

※３

①温暖化対策達成への決

を︒③住宅用太陽光発電設置

知とＲ 冷媒製品の交換促進

補助は柔軟な対応を︒

問
●
Ｇｓ の取り組みとしてアピー

①サミット後の農業振興

ルを︒③農の風景育成地区で
農地保全への新たな取り組み

問
●

等を調査・研究しプラスチッ

庁的に男女共同参画の視点を︒ 副区長 ①検討︒②先進事例
最高︒今後も需要増加に対応︒ 総務 ①﹁配偶者等暴力被害

ク削減の取り組みを進める︒

連携しきめ細やかな支援実施︒ 新たな交通手段の可能性検討︒

を研究︒②入園申請者は過去

①フードドライブの定期
実施を︒②庁内売店では剥が

変化等を見極め適切に対応︒

ついて

練馬区議会公明党

い私立幼稚園の保育料は償還

問
●

用支援を充実等︒⑧区職員の

取り組む︒②ビジョンの評価

ついて

子育て・福祉等の
全世代型社会保障の推進を

◆幼児教育・保育の無償化に

働等新たな共通基盤を構築等︒ 指標検証の中でＳＤＧｓ との

定期訪問等で質の向上に努め

問
●

トンネル掘進時の漏気の影響

問
●

見は︒③区内事業者の実態把

◆高齢者対策について

握に努め︑産業振興への効果

産業経済 ①１月現在４千

◆ 東京外かく環状道路について

児童相談体制の方向性は︒

練馬区議会自由民主党

大江戸線延伸の駅周辺まちづくり
検討状況は

事業政策調整の進め方は︒

を最優先等︒ 副区長 さらに
厳しさを増す︒持続可能な財
政運営に配慮等︒②地方自治
の本旨をゆがめるもの︒③Ｉ
◆中小企業振興について

ＣＴ活用した業務の効率化等︒

強

◆ 地下鉄大江戸線延伸について

①児童相談所が開設され

◆児童相談体制について

17

待対応拠点の機能は︒③区の

問
●

京を狙い撃ちにした不合理な

203

ーディングプロジェクト推進

税制改正への所見は︒③事務

26

745

る︒ 企画 ⑨システム安定稼

⑤保健相談所との一体的支援

店舗︒国の動向を踏まえ検討︒●
問 ①シニア職場体験事業で
◆区長の基本姿勢と当初予算
①令和２年度予算編成の

について

問
●
区長の基本姿勢は︒②区民参
加と協働への対応は︒③オリ
ンピックホストタウンとして
交流事業の成功を︒④児童虐
待への考えと虐待対応拠点設
置への決意は︒⑤子ども家庭
支援センターの拡大・強化を︒
⑥介護人材確保は実態データ
を持って進めるべき︒所見は︒
⑦介護に外国人のさらなる登
用を︒⑧街かどケアカフェは
区がルール等定め推進を︒⑨

区長 ①第２次ビジョンのリ

システム障害の再発防止策を︒●
問 ①新制度に移行していな

◆資源循環の推進について
新たな取り組みは︒②﹁えー

せる弁当容器使い再資源化を︒ の決意は︒②農業施策をＳＤ

問
●
る﹂は他団体と広域的な連携

※１

払いではない方法が望ましい︒●
問 ①第５次計画の変更点と
所見は︒②無償化による待機

を︒③男性への啓発は︒④全

ーディングプロジェクト推進
を最優先等︒副区長 ②﹁町会

教育長 ①助成金の支給方法

児童数への影響は︒

作成等︒③選手団との協議を

・自治会運営のハンドブック﹂
進める等︒ 教育長 ④児童や

者への支援と性暴力やハラス

22

家庭に最も効果的な処遇を行

50

Ｒ ⁝エアコンや冷蔵庫等の機器に使用されているフロンの一種︒オゾン層保護法に基づき︑２０２０年までに生産を原則終了することとされている︒
※3

う持続的な拠点としていく等︒ ◆ＳＤＧｓ について

﹁えーる﹂⁝男女共同参画センターえーる
オプトアウト方式⁝複数の検診の中から受けたくないものを選んでもらう方式︒
※2 ※1

22

①ポイント還元事業の区

18

援センターの充実・強化等︒

問
●

25

的な支援策を︒所見は︒
606

を公表︒③八の佂の湧水を保

92
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①区立施設や機能を減ら

◆各種計画について

問
●
し委託・民営化で区民サービ

々の意見踏まえ︑来年度中の

あるとし見直しを指示したが︑ 都市計画決定目指し取り組む︒

標を掲げ達成に向け取り組む︒ 案を教育環境に大きな影響が
◆﹁きこえのバリアフリー﹂
その影響とは何か︒②中学校

◆ 西武新宿線の立体化について

施策の拡充について

示せ︒②地下構造物の図面示

世帯のマンションの再建策を

①高架化の影響受ける

条約を踏まえ︑地域住民︑保

問
●

護者︑学校関係者︑子どもた

施設整備指針や子どもの権利

力測定を加えよ︒②﹁認知症
し住民提案について都に調査

①高齢者の定期健診に聴

ガイドブック﹂に難聴との関
求めよ︒③ユーラップ工法が

問
●

直せ︒②ＩＣＴ化は︑個人情

教育振興 ①敷地内で道路が

ちの意見を計画に反映せよ︒

スの後退につながる計画は見
報保護やシステム障害等課題
助成を早急に実施せよ︒④﹁き

が多い︒拙速な推進はやめよ︒ 連を加えよ︒③補聴器購入の
③第５次男女共同参画計画に
できない理由示せ︒④上石神

理組合等と協議し必要な補償

技監 ①事業認可取得後︑管

⑤高架化ありきで進めるな︒

める考えはない︒③特定企業

合的に判断︒新たな調査等求

教育振興 ①平成 年策定の

らに８人増員︒都職員との合

検討状況等を注視し検討︒

に基づきおおむね良好に進捗︒ ◆子どもの人権擁護について

﹁練馬区立図書館ビジョン﹂

同研修等でスキルアップ図る︒

◆教育支援について

みを進める︒ こども ④国の

ティープロ・サポーター・バンク⁝東京学校支援機構が運営する人材バンク︒サポーター︵個人・企業・団体︶に学校を紹介するとともに︑学校や教育委員会にサポーターを紹介する︒

アドボカシー⁝意見表明の支援︒

①新型肺炎による経済へ

◆区長の基本姿勢について

問
●
の影響が懸念される︒今後の

の構築が必要︒所見は︒②親

を聴くアドボカシーの仕組み

※５

①子どもの気持ちや思い

能型等︑新たなタイプの公共

が自身の感情をコントロール

問
●

スや事業執行に影響しないか︒ て︑ティープロ・サポーター

図書館が増えている状況を踏

できるよう支援が必要︒所見

②文化施設等と融合した多機

・バンクの活用を︒②区内の

まえ︑構想の策定に着手︒

※４

①教職員の人材対策とし

②新年賀詞交換会は︑区民の

小中学校に︑がん教育の取り

問
●

税金が投入され飲食提供もし

税収入への影響が区民サービ

ている︒経費の詳細内訳を明

◆児童相談体制について

②毎年ペアレントトレーニン

持ちに寄り添った対応を実施︒

別室で話を聴く等子どもの気

こども ①保護者と子どもは

の貧困を招かぬよう支援を︒

は︒③養育費不払いが子ども

組みへの働きかけを︒

①区は児童相談所設置と

教育振興 ①積極的な活用を

●
問

確にし︑提供の在り方につい

経済影響が懸念︑
されど福祉・教育の充実を

けい子

グ講座を開催等︒ 福祉 ③養

白石

育費取り決めパンフレットを

練馬区議会立憲民主党

促す︒②健康部が実施するが

作成し離婚届に挟み配布等︒

せず独自の取り組みとした︒

影響等を適切に見通し︑持続

人材や迅速な対応ができる体

問
●

リタイヤ後︑仕事ロスと

◆高齢者支援について

ん予防教室等の活用を促す等︒ 特徴は︒②虐待と判断できる

制が必要︒職員増員とのこと

◆図書館機能について

①﹁これからの図書館構

可能な財政運営に配慮して令

問
●

和２年度予算を編成等︒総務

副区長 ①景気の動向による

の開催年齢について考えは︒

頃から浸透させよ︒④成人式

を区歌とするなら︑子どもの

井車庫の配線計画変更理由は︒ て一考を︒③﹁わが街・練馬﹂

こえの相談﹂窓口を復活せよ︒ 交差し︑中学校の再整備が必

各種計画とまちづくりは︑
住民合意で！

パートナーシップ条例や人権
条例制定︑夫婦別姓等盛り込
め︒④環境基本計画で温室効
果ガスの削減目標を国以上に
引き上げ取り組みの推進図れ︒
要となる可能性が高い等︒②

の特殊な工法であり新宿線で

豊

オープンハウスの活用等︑広

有馬

福祉 ①数値による一律の判
く意見が聴けるよう工夫︒

日本共産党練馬区議団

断になじまず課題がある︒②

を行う︒②構造形式は都が総

き策定︒その上で取り組みを
今年度改訂予定︒国の研究踏

区長 ①区民と議論し意見聴

恵等活用した方が効果的な業

進めている︒ 企画 民間の知

②区議会と協議を重ね実施し
てきた︒今後も丁寧に協議︒

だがどのような体制なのか︒

は特徴が生かせない︒④留置

想﹂の策定に当たり︑これま

線の線路延長が長くなり用地

区長 ５分野のコースを設け

なる高齢者への支援対策は︒

①反対住民への今後の対

こども ①都と協働した新し

◆ 石神井公園駅再開発について

問
●

い児童相談体制︒現場の実態

まえ必要な見直し行う︒③国

での取り組みの検証は︒②こ

制度活用の助成実施中︒④訪

れからの図書館は︑世代や多

務は民間が担うことを基本に

教育振興 ③さまざまな機会

取得が必要なため︒⑤丁寧に

説明し理解得ながら取り組む︒ を捉え区の歌に親しむ取り組

委託・民営化進める︒②導入
応は︒②計画は白紙に戻し反

た
﹁つながるカレッジねりま﹂

問支援等通じ悩みを丁寧に聞

等の取り組みで高齢者の地域

き取り等︒設置の考えはない︒ 対住民を除いた計画に変更す

に即した連携を強化等︒②専

以上に重要な役割を担う︒令
ける︒ 環境 ③出入口の変更

式の検討と早期設置を働きか

働きかける︒②西武鉄道に方

次の事業実施区間として都に

プレベルの定員増を実現︒本

教育長 ①これまで全国トッ

援施設の設置検討を︒

切り遊べる全天候型子育て支

態把握を︒④雨の日でも思い

保育士一人ひとりの賃金の実

確保が必要︒所見は︒

シーとなる取り組みと︑農地

区において︑サミットのレガ

成地区に指定された南大泉地

で発信する︒②散策マップの
農地保全活動への支援事業を

作成や農地での防災訓練等︑
開始する︒都市計画による都
市農地の保全策を検討する︒

行的に進める他区の動向は︒

めることが重要等︒②他自治

人事戦略 ①職場の理解を深

休取得のサポートを︒所見は︒

用事業者にも再点検を指示等︒ 第２期計画はどのようなもの

②虐待対応拠点モデル設置を

体の事例参考に取り組みを充

関と感染症拡散防止対策訓練

保健所 ①対策本部立ち上げ

都と連携して目指すことを評

とするのか︒⑤区内事業者へ

全庁で取り組んでいる︒患者

価する︒現在の検討状況は︒

も都制度と連携した男性の育

発生の際は接触者の感染等の

実︒③保育室を設け自己啓発

◆ 練馬区虐待対応拠点について

①将来の持続可能な財政

◆ 令和２年度当初予算について

早期発見に努める等︒②毎年

の方法等の研修を実施等︒④

実施を︒③新型インフルエン

確保をどのように考え予算編

派遣を要請している等︒②都

区内医療機関と合同訓練実施︒ 教育長 ①設置後に都職員の

問
●

成したのか︒②今後の財政調

③新型インフルエンザ等対策

石黒

たつお

①都市農業サミットの成

◆都市農業について

者に適した啓発事業実施検討︒

の変化も反映︒⑤小規模事業

職員の働き方を巡る社会状況

整交付金の推移と基金の在り

区長 ①第２次ビジョンのリ

の結果をどう捉えているか︒
ーディングプロジェクトの推
進を最優先等︒ 副区長 景気

練馬区議会未来会議

外に示してはどうか︒②農業

ＳＤＧｓ への取り組みを国内

功を受け︑都市農業を通じた

問
●

区への援助の役割を担う等︒

行動計画は新興感染症も想定︒ 職員が広域的・専門的支援や

◆育児休業等について

②大きな回復は見込めない︒

①ハードディスクに関す

◆情報管理体制について

問
●

②男性職員の育休取得率高い

取得率減少に対する所見は︒

外に発信︒②Ｊ Ａや農業者中

掲げた都市農業の意義を国内

都市農業 ①サミット宣言に

が改めて検討すべき︒所見は︒

経営支援の在り方をＪＡと区

千葉市を参考にしては︒③職

心に検討会を設置し協働で新

①職員の出産支援休暇の

員の育休取得中のキャリアロ

問
●

等を再点検すべき︒所見は︒

財源措置されるよう取り組む︒ テム障害を受けて発生リスク

ス対策は︒④区職員ワーク・

る区と事業者間の情報セキュ

企画 ①個人情報等を扱う契

リティの取り決めは︒②シス

約は︑適正な取り扱いを特記

きな課題がある︒区独自の児

染症への認識と対策は︒②オ

童相談体制関連経費が適切に

る積み増し検討︒ 企画 ③大

施設整備基金等中心にさらな

の動向等を適切に見通し編成︒

子どもの虐待ゼロを目指して！

方は︒③都区の財政調整協議

ザ以外の強毒性感染症対策は︒●
問 ①児童相談所の設置を先

参加をさらに前に進める︒

門研修等で職員の虐待対応力

和という新しい時代︑地方自
やパーテーションを高くする

施設への巡回支援を実施︒③

①デジタル補聴システム

◆ 難聴児に対する支援について

問
●

素を総合的に考慮し選定する︒ 区民ニーズを踏まえ検討する︒ を支援メニューに追加された

援事業の助成対象をデジタル

る教室不足や学童クラブの待

ていく取り組みが必要︒今後

きな成功を収めた︒今後は区

福祉 ①中等度難聴児発達支

問
●

①新型コロナウイルス感

◆感染症対策について
補聴システムにも拡大︒②来

係る介助員の処遇改善を︒
外のマルシェへの参加等︑積

①都市農業サミットは大

極的なＰＲを行い︑攻めの都

たな取り組みに着手する︒

問
●
の保育所整備は︒②保育の質

ライフ・バランス推進計画の

①早期に待機児を解消し

向上に向けて︑どのように取

事項として規定等︒②他の運

問
●

機児が増加している大泉第二

年度︑謝礼単価を引き上げる︒ リ・パラも近い︒指定公共機

模改修を︒⑤児童数増加によ

小学校の早期の改築を︒

市農業施策を︒②農の風景育

い︒②小中学校の要約筆記に
◆ 子ども・子育て支援について

色ある機能の提供を︒所見は︒ 向上を図っている︒来年度さ

様性に注目し︑親子や子ども

後も有効性等評価︒計画を着

技監 ①引き続き合意を得ら

る等合意が図れる計画にせよ︒
れるよう努める︒②地域の方

たちが滞在しやすい環境や特

実に推進︒ 総務 ③差別的言
︑

①区長が以前の整備計画

治の在り方をどう考えるか︒
等の改修により︑受動喫煙対

副区長 ①農業者等を中心と

一般質問︵要旨︶

区長 区民に寄り添い︑豊か

した検討会を設置し︑協働に

円滑に進む段階になった際に︑ 者の処遇改善の状況に関して︑

問
●

号線について

動解消の啓発等に取り組む等︒ ◆大泉第二中学校と補助
選択的夫婦別姓は国の動向注
視︒ 環境 ④国と同水準の目
◆ これからの地方自治について

で美しい︑誰もが生きがいを

か所整備する等︒②全保育

年４月に向け︑認可保育所を

賃金改善状況を確認する新た

より練馬の農の魅力を区内外

策を強化する︒ 産業経済 ④

①西武池袋線︵大泉学園

果に基づき着手する︒教育長

な仕組みを設ける︒ 企画 ④

かしま まさお

ームドアの設置を︒③大泉学

⑤今後の改築実施校は︑児童

25

※5 ※4

り組んできたか︒③保育従事

産業経済：産業経済部長 都市農業：都市農業担当部長
土木：土木部長 教育振興：教育振興部長

区民：区民部長
環境：環境部長

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
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
こども：こども家庭部長

142

技監 ①西武新宿線立体化が

◆都市農業の未来について

構造や使い勝手に多くの課題

策強化を︒④開館

年を迎え︑ 生徒数の動向等さまざまな要

練馬区議会自由民主党

まっすぐに︑
誠実に︒政策を実現！

16

園駅北口喫煙所の受動喫煙対

の利用がある大泉学園駅にホ

化の推進を︒②１日約９万人

駅〜保谷駅区間︶の鉄道立体

問
●

◆大泉地域の諸課題について

持って暮らせるまちを区民と

地方自治は今後これまで

232

共につくることが︑区の役割︒ 必要な機能を検討し︑検討結

問
●

135

を抱える勤労福祉会館の大規

35
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3

健師の巡回健康相談への助産

入後の使用方法︑授業のやり

師同行を︑助産師会と協議中︒ 方について研修等が必要︒所

都との共同モデル事業﹁練

◆児童虐待への対応について

問
●

こども ①令和２年度以降５

ムを事業者都合で利用できな

等ＩＣＴ活用を︒③特別支援

子どもたちにデジタル教科書

学校と通常級の子どもたちと

いのは法令等で許されるのか︒

対策についての所見は︒

①﹁気候危機﹂への若い

◆障害児支援について

◆地球温暖化対策について

か年の保育需要は緩やかな増

問
●

加と見込まれ保育所整備は減

討を︒②権利者の多くが地下
馬区虐待対応拠点﹂設置によ

化を強く希望︒都市計画決定
り︑区の児童相談体制強化に

①駅前に高層ビルの壁つ

区長 ①多くの人が力を尽く

◆ 石神井公園駅南地区地区計画

してもなかなか地域での居住

問
●
け止めるか︒②２０５０年の

見は︒②学習に困難を抱える

技監 ①構造形式は都が総合

には権利者の同意が必要では︒ 世代の危機感と行動をどう受

援は本人だけではなく保護者

①居宅訪問型児童発達支

くる計画は問題ないのか︒②

のケアも必要︒所見は︒②保

奈保

取り組みが必要︒所見は︒

はしぐち

◆公園整備について

さらに深められるよう努める︒

交流等で地域とのつながりを

立小中学校にも在籍する副籍

特別支援学校の児童生徒が区

学習支援充実も研究︒③都立

科書導入の検討開始︒個別の

ップを図る等︒②デジタル教

共有や実践的研修でスキルア

教育振興 ①活用実例の情報

の連携について所見は︒

少すると考える︒②引き続き

の児童虐待への対応について︑ 施に向けペースアップを図る︒ 育所等訪問支援では障害の特

ねりっこクラブの早期全校実

今後の展開は︒

期待する︒区が目指す寄り添

住まいの場を選択できるよう

い支援のさらなる充実を︒区

非常事態宣言を発する等取り
支援︒②事業者を訪問調査し

引き続き個々の状況に応じた

組み強化を︒③都の﹁削減プ

が進まないのが現実︒ 福祉

要ないと考える︒②同意等の
ログラム﹂を受け︑廃プラス

２
排出ゼロに向け︑気候

要件はない︒区は計画区域内

ＣＯ

技監 ①景観計画の趣旨に合
を戸別訪問し︑多くの方に事

①各避難拠点では︑妊婦

都民ファーストの会練馬区議団

都と連携して
子育て︑福祉︑防災の充実を

問
●

性を周囲に理解してもらえる

致するものと考える︒②道路

家庭に最も効果的な処遇を行
な取り組みを進める︒

◆災害対策について

拡幅︑壁面後退双方のメリッ

◆防犯カメラと個人情報保護

う等︒区ならではのきめ細か

映像を捜査機関以外のものに

問
●
①図書館の防犯カメラの

行われるよう引き続き支援等︒ 連携を強化し︑個々の児童や

こども 現場の実態に即した

石神井︑
新宿線︑
大江戸線の
課題等を問う

指導︒人員体制確保が確実に

今後も地域の意見を聴き計画
の変更手続きを進める︒
景観︑緑被︑災害時の空

◆ 石神井町２の元農地について

問
●

池尻

練での準備はされているのか︒ 域で日々生きがいを持って暮

市民の声ねりま

②災害時に避難拠点にいる妊

区長 ①誰もが住み慣れた地
化による保育需要の動向を見

や産後早期母子への配慮と訓

区条例で定められている区民

定めることが必要︒保育所整

①幼児教育・保育の無償

◆ 子ども・子育て支援事業計画

の権利を守る規定等を︑指定

問
●

開示した条例上の根拠は︒②

環境 ①幅広い世代がわが事

管理者は整えているのか︒

地機能等大きな役割を果たし
ている︒地域の声を受け止め︑ ◆大江戸線延伸について
として捉え行動することが必

らす社会を築きたい︒ 福祉

要︒②環境基本計画２０２０

最大
％に︒対策は︒②延伸

企画 生産緑地の買い取りは

障害がある人もない人も

誰もが楽しめるインクルーシ

問
●

ブ公園を今後も広げていく取

家族の悩み等の聞き取りや子

り組みを︒

婦や産後早期母子に助産師を

②保育園等の職員に障害児へ

派遣して心身のケアの充実を︒ 育てに関する助言等を行う︒

の関わり方や周囲の理解を深

備の今後の見込みは︒②学校

危機管理 ①﹁避難拠点運営

や地域と協力し︑さらなるね

の手引﹂に妊産婦への配慮に

条第３項第３号等の規定︒

りっこクラブ化のペースアッ

総務 ①個人情報保護条例第

位置付け等︒③

プを︒学童クラブの待機児童

に︑今後も誰もが共に遊び楽

信契約に係る部分について︑

除申請書に併記されている受

しめる公園づくりを検討︒

は利用できない﹂としており︑ この規定を相談者に伝え︑今

二重線により削除して対応す

①タブレットパソコン導

後の訪問を断る等の助言等を

◆ＮＨＫ放送受信料免除申請

福祉 放送受信料免除申請書

いについて区の考えは︒

等にきめ細かく対応していく︒ ることとした︒今後の取り扱

している︒今後も苦情や相談

時以降

今後の対応を注視する︒

ＮＨＫ集金人の

の夜遅い時間帯の訪問は︑東

問
●

◆夜間訪問について

問
●

める方法等について助言指導︒ 土木 都等の取り組みも参考

区全体の合

％も減少︒地域

新たな方策を検討等︒②高齢
いて

決定し図上訓練も実施︒②保

◆教育について

素案で新たに気候変動対策を

・３ ︑

規定の整備を義務付け等︒

意が必要︒丁寧な議論重ねる︒ ②必要な措置を示し︑協定で
◆障害者の自立と﹁住まい﹂

の賑わい︑発展も期待︒共に

者基礎調査で実態を把握︒調

書について

は︑申請によりＮＨＫ受信料

いる︒職員は国の要領に基づ

を国の規定に基づき使用して

しているＮＨＫ放送受信料免

部を区独自で改変することは︑

明している︒今後も適正に業

申請となること等を丁寧に説

受信契約を結んだ上での免除

き免除制度の案内をしており︑

の様式は︑ＮＨＫ作成のもの

も明らかに逸脱している︒練

が全額免除になる︒区で使用

ＮＨＫ集金人に
お困りではありませんか？

生活保護を受けている方

馬区をより安全で安心して暮

問
●
を締結しているテレビの総数

らすことができるまちにする

京都消費生活条例の観点から
と︑ワンセグ機能付きの携帯

問
●

電話やカーナビの総数は︒ま

①区がＮＨＫと受信契約

◆区のＮＨＫ受信料契約につ

一般質問︵要旨︶

ついて記載︒各拠点では︑事

地域の宅地開発で農用地等は

の買い取りは困難︒生産緑地

技監 ①都交通局が必要な車
①区外都外への新たな入

まちづくりに取り組んでいる︒ るか︒②土日にグループホー

所が相次ぐ現状をどう評価す

問
●

を大幅に圧縮する複線シール

力低下への対応を︒見解は︒

両編成検討等︒②地域はまち

ドを前提にした構造形式の検
◆ 学校教育ＩＣＴ整備について
コンを利用できる環境整備後

査結果含め支援について検討︒ 見は︒③北町地区地区計画の

を関係各所に求めるべき︒所

教育長 これまで以上の能動

号

の︑小中学校の授業展開は︒

現時点の策定状況は︒④

た契約種別はどのようになっ

線沿道周辺地区地区計画策定

車場用地確保の取り組みは︒

本的な考え方︑成果と課題は︒ への取り組みは︒⑤自転車駐

ているのか︒②今年ＮＨＫが

①跡施設・跡地活用の基

技監 ①都が環状８号線から

ＩＣＴを活用した
新たなる社会に向けて

②跡施設活用としてインキュ

川越街道区間の早期交通開放

インターネット常時同時配信

時
望めないものは貸し付けや売

ついて

台あり︑ワンセグ機

動を規制する権限はないが︑

産業経済 区には事業者の活

を講じる予定はあるか︒

との受信契約が締結される︒

にレ点を入れるだけでＮＨＫ

新年度予算編成で留意し

兼ねた放送受信料免除申請書

新宿区等では︑受信契約書を

等の着実な推進を最優先に編

るリーディングプロジェクト

区長 第２次ビジョンに定め

た点は︒

問
●

消費者の意に反して深夜等に

能付き携帯電話の契約はない︒ 東京都消費生活条例等では︑

成した︒ 企画 持続可能な財

地上放送のみ受信できる契約

訪問し契約を締結することや︑ の使用は︑区が受信契約を促

政運営にも配慮した︒

勧誘することを禁止している︒ していると誤解を招く恐れが

あることから︑放送受信料免

台︒衛星契約が３台︒②

が

練馬区消費生活センターでは

ＮＨＫは︑現時点で﹁事業所

契約が

載しているカーナビへの受信

20

務を行っていく︒申請書の一

ため︑事前の約束のない

松田 亘
区は今後インターネットの受

現時点では考えていない︒

練馬区民の会
信契約をする予定はあるか︒

◆練馬区の予算編成について

慎吾

③案策定中︒６月に都市計画

除申請書は︑受信契約書も兼

たかはし

決定予定︒④地区を分け順次

ねており︑チェックボックス

練馬区議会自由民主党
対応の改善指導は︒②民間の

以降の訪問の規制等︑安全策
却で施設改修費に役立てる等︒ ◆新たな社会への取り組みに

る﹁新たなる社会﹂への意気
込みは︒

等の先端技術も積極的に導入︒ 契約は当分の間常時同時配信

号線開通の見通しは︒ 副区長 業務を見直し︑ＡＩ

454

ベーション施設の設置を︒

共通基盤を構築等︒

総務 ①令和元年６月１日現
教育長 ①対応策等を提出さ

建物の用途変更に係る改修等

号線の整備

時代を迎え

連携図り関係権利者と交渉等︒ 在
せ保護者等に理解求めるよう

①

台︒そのうち公用車に搭

具体化を検討︒ 土木 ⑤都と

※６

①﹁チャットボット﹂の

指導等︒②民間ならではのサ

問
●

②氷川台駅出入口の追加設置

35

導入を︒取り組みは︒②区内
の水災害リスクの評価は︒

号線・

問 ソサエティ
ービス等進むよう助言︑指導︒ 課題︒②ニーズ等踏まえ検討︒●
36

と 沿道周辺まちづくりについて

◆放射
◆認知症施策について
①早い段階で医療機関等
につなげることが重要︒見解

問
●

区長 ①天災に先手を打つ
﹁攻

※6

451

めの防災﹂をさらに進める︒

危機管理 導入事例等を踏ま
え調査・研究︒②他区に比べ

は︒②予防のため高齢者の聴

35

チャットボット⁝﹁チャット︵オンラインでの会話︶﹂と﹁ロボット﹂を組み合わせた造語︒テキストや音声を通じて︑自動的に会話する人口知能︵ＡＩ︶プログラムのこと︒

災害リスクは高くない等︒

35

5.0

問
●

知恵等活用した委託化推進を︒ 企画 ①有効活用検討し活用

全・利便な通行確保方法協議︒ を始める予定になっているが︑

を調整中︒②都等と駅への安

問
●

的学習や豊かな表現活動期待︒ ◆ 公共施設跡施設活用について
①委託園運営は区の方針

◆ 区立保育園の委託化について

問
●

職員の声は︒③クラウド活用

区民 ①受け付けまでの時間

の安定稼働確保については︒

課題は︒②税務事務へのＡＩ

問
●

◆ＩＣＴの推進について
①窓口混雑状況等を確認

16

適用の実証成果と見通し︑区

できるシステム導入の効果と

問
●

高齢施策 ①医師会と連携し

①用地買収の経費と時間

23

一人一台タブレットパソ

問
●

◆新宿線連立事業について

法の趣旨を踏まえ適切に対応︒ は良しとしているのか︒

55

194

ha

が把握しやすくなったと好評︒ に基づき行うべき︒不適切な
さらなる利便性向上が課題︒
②ＡＩが自動処理できるもの
が約４割等︒経験に関わらず
効率的な処理ができると期待︒

36

20

33

◆災害対策について

企画 ③利用を見直し新たな

前に妊産婦の居住スペースを

多額の財政負担が伴い︑全て

買い取りに向け協議するべき︒●
問 ①延伸によって混雑率は

成二

ト・デメリットを丁寧に説明︒ 業の必要性の理解を得ている︒ チック焼却の大胆な縮小を︒

合意形成の努力が不十分では︒ 的に判断︒改めての検討は必

問
●

商店街道路拡幅計画見直しは
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