②５億１千

万円︒地域の実

目指し検討を進める︒副区長
が必要な障害児家庭への補助

窮者への支援は︒③追加負担
舎改築で︒③授業や諸活動の

校の抜本的な解決は早期の校

感染リスクの高い超過大規模

模事業者のリース代に補助を

の事業者を支援せよ︒②小規

①持続化給付金の対象外

◆ コロナ禍の経済対策について

強化等を明記︒②区民全体の

針において検査体制の一層の

保健所 ①国の基本的対処方

期を含めた病床を整備せよ︒

設置と周知を︒⑤区内に急性

に戻す要望を行う考えはない︒ た認可外施設に財政支援の拡

③これまでも要望︒制度を元

での減収補填は考えていない︒ な子どもに保育を保障できた

通じて国や都に要望︒区独自

高齢施策 ①②特別区長会を

実施状況は︒増設の考えは︒
◆経済対策について

問
●

校は総合的に考慮し選定︒③

支援は今後検討︒②改築実施

自に支援対象を広げる等の考

きる制度等案内︒ 区民 ③独

貸付実施︒状況に応じ活用で

産業経済 ①②区独自の特別

夏季休業期間の短縮︑土曜授

えはない︒④独自に感染症の

議中︒③感染予防対策済みタ

を尊重せよ︒②学校行事は極

は教職員の主体的な取り組み

コロナ禍から
暮らし・事業者を全力で守れ

坂尻

まさゆき

クシーを紹介︒ 地域医療 ④

減収に応じ区民税を減免せよ︒ 検体採取を練馬区医師会と協

業日の設定等︒④教職員への

ための減免をする考えはない︒

日本共産党練馬区議団

①登園届出制により必要

①今こそ新自由主義によ

◆区政全体について

③直営園増設する予定はない︒

る財政的支援は考えていない︒

補助は区独自の施策︒さらな

育を提供︒②新たに実施する

こども ①真に必要な方に保

なる認可直営園の増設を︒

充を︒③セーフティネットと

のか検証せよ︒②減収になっ

問
●

◆保育について

◆新型コロナウイルス感染拡
情を踏まえた区独自の対策に︒ の考えは︒④会派が提案した
方法︑授業時数の確保は︒④

行え︒③個人事業主にも国保

②抗体検査実施の見解は︒③
商店街による

福祉 ①担当課 人︒独自の

維持と介護予防の取り組みは︒ 教育長 ①感染予防対策の徹

問
●

大防止について
保育・福祉関係等従事者への
子どもの心のケアは︒⑤夏休

◆学校教育について

①ＰＣＲセンターの検査
特別給付金の対象者︑支給の

把握は困難︒区内診療所での

問
●
①新たな貸付制度を︒②

み期間の工事の現状と対応は︒ の傷病手当金を支給せよ︒④

生活困窮者の支援と心のケア
付商品券事業や感染拡大防止

研修︑校内の相談体制を充実

①学校再開後の教育課程

周知方法は︒⑤高齢者の健康

や自殺防止の取り組みは︒④

みつぐ

審査システムの構築等︒②生

小林

底︑授業時数の確保等︒給食

区内病院等の感染症防止への
活動等に支援を︒③助成金の

保健所 ①約 件︒練馬区医

区民の命と健康を守り
社会経済活動の支援を

支援は︒⑤病院の経営支援は︒ 活用や申請手続きの専門家の
師会と協議︒②国の動向を注
視︒③関係窓口と連携し支援︒
地域で支える体制を強化等︒

練馬区議会自由民主党

る福祉削減路線を転換せよ︒

力生かすよう検討を︒③ＩＣ

②財源確保のため︑石神井公

問
●

産婦人科病床の増床等充実︒

園駅南側再開発や外環の２等

①ＰＣＲ検査を増やすよ

Ｔの利活用法の具体的構想を

問
●

件が実施不可︒ ◆医療の問題について

床の増床に向けて整備中︒ 持て︒④ＩＣＴ化に伴う財源

各保健相談所が丁寧に対応︒

件中

⑤

等︒⑤

契約期間の延長等により対応︒

う財源も含め国に求めよ︒②

活相談体制の強化を検討︒③

区民の検査数を把握し︑検査

副区長 ④サージカルマスク
等を配付︒⑤設備整備を支援︒ 協力で事業者支援を︒④家賃

◆防災︵水害︶対策について

区長 ①生活相談コールセン

の不要不急の事業は止めよ︒

副区長 ①今後さらに検討︒

教育振興 ①校長会等と協議

備品を確保せよ︒③制度を元

の支援を︒②感染防止対策の

の減収補填を国に求め区独自

整備に必要な予算を確保︒支

習の仕組みを構築等︒④環境

行事を実施︒③オンライン学

を重ね決定︒②各校で必要な

民の安全安心を守る事業を最

けた施策を実施︒ 企画 ②区

臨時特別給付金等他区に先駆

ター開設︑ひとり親家庭への

施設等は介護事業所ＩＣＴ化

開設し動画配信開始︒高齢者

優先に見直し等の検討進める︒

検の中で検討︒結果は今年度

推進事業補助金活用等で支援︒

の運営基盤強化を国に求めよ︒ 援員の積極的な活用等︒

に戻し報酬引き上げ等事業者

問
●

確保や支援体制を整備せよ︒
へ行くための専用車両の借り

①介護︑障がい者事業所

特別養護老人ホーム等施設の

種訓練や避難所運営に活用等︒ 医療機関の確保と相談窓口の

◆ 介護と障がい者施設について

従事者︒団体を通じた周知等︒ 副区長 感染予防対策を定め

①子どもの命と健康を守

り︑学びを保障するための対

数を増やせ︒③検査センター

②事業費補助等で商店街活動

①特別定額給付金の事務

る感染防止対策の考えは︒

を支援︒ 産業経済 ③専門家

①歳入・歳出面での影響

の見込みと財政運営の取り組

上げ等対策を︒④出産可能な

問
●

による相談事業の拡充を検討︒ ⑤自宅訪問や生活相談案内等︒ たマニュアル等を作成し︑各

問
●

◆福祉について

の規模の見込みと活用方法は︒ ④国の取り組みを踏まえ検討︒ ◆教育について

区長 ①財政状況の悪化は不

応は︒給食支援の考えは︒②

改定予定の地域防災計画に反

処理体制と工夫は︒②生活困

に着手︒区民サービスの確保

映︒②③マニュアル等を作成

持続可能な財政運営の両立を

と持続可能な財政運営の両立

一般質問︵要旨︶

を目指し検討を進める︒

①今後のプレミアム付商

保健所 ①約 件︒陽性４件︒

問
●

丘病院の感染症対策の強化を︒

◆ 保育福祉事業者運営について

避難所運営に活用のほか︑区

①コロナ禍での今後の教

民に周知等︒③④災害対策の

を定めたマニュアル等を作成︒ 設置と拡充を︒⑤新練馬光が

①新型コロナ対策の区長

の基本的考えは︒②区独自の

問
●

問
●

◆事業者の経済支援について
コロナから区民の生命財

し避難所運営等に活用︒

問
●

◆学校教育環境について

再点検で検討︒計画の改定に

インフラとしてどう対処する

象に︒考えは︒②コロナ禍で

品券事業は区内全事業者を対
への支援は︒

産業経済 ①加盟店舗の増加

の区内経済動向の把握を︒

①感染症発生時に社会的

区長 基礎的自治体に求めら

か︑委託事業者選定等の際に

問
●

①経営難の病院へ支援を︒ 感染症患者用陰圧室を新設等︒ ⑤オンライン授業の教育課程

あらかじめ事業者が明確にす

ＴＥ回線のタブレット導入を︒ 産を守るという区長の決意を︒ 育環境の確保策は︒②受験生

反映︒⑤必要な修正を加える︒ ③診療所での検体採取を協議︒ ③子どもの心のケアを︒④Ｌ

問
●

教育長 ①﹁三つの密﹂をつ

④国等の動向踏まえ検討︒⑤

支援策を︒③長期的対応は︒

⑦今後の事業実現の考えは︒

くらない環境整備に努める︒
①新たな貸付制度を︒②

◆区内産業対策について

問
●

用状況等から把握している︒

かける︒②区の特別貸付の利

を練馬区商店街連合会に働き

れるのは一人一人の生活に寄

②従事者への感謝と応援を︒

むことであると確信している︒

り添った支援に全力で取り組

③従事者への今後の支援を︒

教育長 ①夏季休業期間の短

縮等︒②放課後の学習支援等︒ ◆行財政計画について

区民︑事業者を守る
万全なコロナ対策を

ＣＴ教育の指導技術向上を︒

区長 ①区民の命と健康を守

新型コロナ感染症対策で
区民生活を守れ！

る取り組みを強化・充実等︒

副区長 ②③一人一人の生活
に寄り添った支援︒④⑤リー

①コロナ対策関連の補正

雑さが一因︒区がリードして

①二転三転した国・都の

きるようにすべき︒③オンラ

産業経済 ①②今後多くの事

援に取り組むべき︒考えは︒

問
●

について

◆雇用調整助成金の申請支援

支援策についての所見は︒②

問
●

べき︒②介護職・保育士への

申請件数の少なさは制度の煩

教員加配を活用等︒③校内相

予算で財政調整基金の取り崩

授業時間は夏季休業を３週間

独自手当の支給を評価︒就労

マンショックを上回る減収を

しを余儀なくされた︒財政調

程にする等で確保︒②必要に

勇一郎

談体制を充実等︒④全児童生

整基金の考え方と︑今後の歳

応じ放課後に学習支援行う等︒ 者が手当の支給を直接確認で

高齢施策 ①感染症含む危機

練馬区議会未来会議
徒に配備︒⑤今後検討︒⑥各

入への影響の予測は︒②さら

◆避難所対策について

管理対応について提案求めて

宮原 よしひこ

校の活用事例の情報共有等︒

なるコスト削減や既存事業の
見直しが必要︒今後の行財政

ついて考えは︒②避難所でコ

練馬区議会公明党

申請書類作成代行の助成を︒

◆文化芸術支援について

問 ①新事業の周知と対象者
要望︒②区報等で発信・啓発︒ プレミアム付商品券の実施を︒●

計画をどのように考えるか︒

ロナ感染者が発生した場合の

の災害時の避難行動の周知を︒ 高齢施策 ③感染予防対策を

①感染が収束しない中で

拡大を︒②奨励金制度等で支

副区長 ①今後︑感染拡大に

問
●

援を︒③相談窓口の設置を︒

伴う影響を見極めながら基金
踏まえ引き続き検討︒④事業

設定し従事者に明示の上で支

いる等︒②事業者が配分基準

るようハローワーク等の関係

業者等が助成金等を活用でき

イン対応を有効に活用すべき︒ 各団体と連携し︑積極的に支
支援等︒④相談支援等を充実︒ ②専門家による相談事業の拡

地域文化 ①さらなる展開を

④さらなる文化芸術振興を︒
①検体採取センターでの

対応は︒③コロナ禍での避難

機関等と連携を深める︒

所運営対策は︒

給︒③区立保育園チャンネル

の活用の在り方や目標額を検

危機管理 ①災害対策の再点

討︒②第２次ビジョンアクシ
ョンプラン等の点検・見直し

窓口と連携し案内︒④感染防
①学びの確保を︒②最終

◆教育について

問
●

止対策を講じ工夫していく︒

への補助を補正予算に計上等︒ 検討等︒②③制度を各種相談

①密集密接を防ぐ避難に
充を検討︒③国の取り組みを

問
●

支援を︒③訪問診療医による

問
●

②避難拠点運営マニュアルに

◆ＰＣＲ検査対策について

共施設活用を︒④地域防災計
⑤業務継続計画の再確認を︒

検査を︒④陰圧設備等の早期

画に感染症対策を加え改定を︒ 結果は︒②センターへの移動

危機管理 ①②感染予防対策

副区長 ①今後さらに検討︒

感染症対策を︒③避難所に公

◆複合災害対策について

民サービスの確保と持続可能

な財政運営の両立目指し検討︒ ④関係従事者の心のケアを︒

③区独自の家賃支援策を︒④

井上

への位置付けを︒⑥教員のＩ

政の影響は︒⑥基金の活用を︒ ◆感染症対応従事者への支援

④経済状況の分析は︒⑤区財

400

地域医療 ①国等に支援策を

懸念︒⑥効果的に活用︒⑦区

423

②感染対策済みタクシー紹介︒ 学年の学習計画と人的支援を︒ ◆区長の基本姿勢について

◆区長の基本姿勢と区財政

可避︒区民サービスの確保と

問
●

みは︒②地方創生臨時交付金

◆財政について

ービスの提供を続けた保育所︑●
問 水災害時の避難所におけ

18

155

今後も国等の動向踏まえ検討︒ 支援策の区独自の取り組みは︒ 全額を助成︒ 高齢施策 ④サ

75

400

問
●

％プレミアム

488

30
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りごと等のアンケート等実施︒ 同時参加型授業の実現を︒④

態分析等実施︒④生活上の困

を︒③オンライン環境を整え

区長 ①生活困窮者に寄り添

◆区長の基本姿勢について
さらに積極的なＳＮＳで
った支援に引き続き積極的に

問
●

パブリテック⁝公共︵

①区内の病院や診療所の

広報官を新設し全体の統括を︒ 運営悪化を懸念︒状況把握と

問
●

︶を組み合わせた造語︒ＡＩ︵人工知能︶等の先端技術を活用して︑社会の課題を解決すること︒
Technology

産業経済 ①約２千 件受け

タクトを取れる体制の整備を︒ 能や体制強化し︑情報発信は

︶と技術︵
Public

①ウィズコロナという新

◆区長の基本姿勢について

問
●

②申請代行等含め金融機関に

付け︑うち約

年︒実態の所見は︒③ケア

しい生活様式が求められるま

対策は︒②介護保険制度施行

ちづくりについて所見を︒②

きる手続きを拡充等︒計画に

さまざまな事情で欠席してい

件融資を実行︒ 区政改革 ①電子申請等がで

る児童生徒もいる︒学活や授

取り組む︒ 福祉 都社協に迅
◆子ども家庭支援センターの

の情報発信と︑ＳＮＳでの意
速な貸し付けを要望︒②人材

強化について

見への区長自らの回答等を︒

談事業の拡充を検討していく︒ 区長室 ②広聴広報課がホー

例により第三者機関である審

①感染症流行時の避難拠

点︵所︶の在り方を示せ︒②

ムページ作成支援等行い全庁

地域医療 ①厳しい経営状況

続く等︒国や都の制度周知等︒

的な広報力アップに取り組む︒ 高齢施策 ②持続可能な介護

保険サービスの維持が不可欠︒

③集合研修や主任ケアマネジ

ャーが同行し実践的に指導等︒

①潜在待機児童数の把握

◆福祉施策について

問
●

を︒②保育施設での死亡事故

①ＩＣＴ化の進捗状況は︒ を防ぐため調査結果の公開を︒

しもだ 玲

◆教育施策について

問
●

都民ファーストの会練馬区議団

アフターコロナへ
練馬大改革

基づく取り組みを着実に実施︒ マネジャーの質の確保は︒

区長 ①感染症が及ぼす影響

①一時預かりの枠や場所

の拡大を︒②職員が在宅勤務

問
●

区長の給与一部返上の所見を︒ 協力要請︒③専門家による相

派遣職員を新たに配置等︒

業の様子をライブでつなげら

区長室 区長メッセージの発
れる状況づくりを︒⑤少人数

信や区民の投書に漏れなく目
◆難民・無国籍者を含む全て
在り方の抜本的見直しを︒

議会の意見を聞くもの︒

でも家庭に連絡できる体制を︒ 学級の実現を︒⑥避難拠点の
③オンラインで家庭とつなが

◆雇用対策について

問
●

◆災害対策について

の外国籍住民の支援について

の全体像は不明︒ 総務 ②条

を通す等に取り組んできた︒

教育振興 ①引き続き国や都

①仮放免中や非正規滞在
に働きかける︒②スクールサ

①区民の失業や休業等就

れる新たな仕組みの構築を︒

問
●

として臨時職員の活用等を︒

労状況の把握を︒②雇用対策

授業含むオンライン学習の仕

産業経済 ①練馬区雇用問題

校に配置等︒③双方向型の

でもＰＣＲ検査やその後の治

たけし

ポートスタッフを希望する全

岩瀬

誰一人取り残さない
﹁ＳＤＧｓ﹂を練馬から

今後も適切な手法で取り組む︒●
問

①ＰＣＲ検査センターの

Ｒ検査体制等の強化について

◆コロナ第２波に向けたＰＣ

問
●
増設を︒②発熱外来の設置を︒
③感染者が安心して療養でき

市民の声ねりま

組みを構築︒④検討︒⑤独自

の少人数学級制の考えはない︒ 連絡会議を開催し状況を把握︒ 緊急事態宣言発令中の各避難

こども ①ニーズ調査や窓口

療は無料であることの周知を︒ こども ①すぐに増やすこと

等で実態把握︒②都と連携し

保健所 ①区内診療所での検

②自宅で授業を見られる環境

①融資実行件数は︒②融

拠点運営連絡会との連携は︒

整備を︒③休校中の児童生徒

②会計年度任用職員としてサ

危機管理 ⑥検討し結果は改

②外国人も各種支援の対象と

定予定の地域防災計画に反映︒ ポートスタッフを募集し任用︒ 危機管理 ①今年度改訂予定

なることの周知を︒③多文化

問
●

◆事業者支援について

は困難︒キャンセル枠の有効

体採取について練馬区医師会

家賃補助の実施を︒

活用等で対応︒②プライバシ

と協議中︒②設置は有効でな

◆事業者支援について

問
●

保護者への情報公開進める等︒

ーに配慮が必要︒自宅での相

動物の売買が急増︒殺処

◆動物愛護施策について

談支援は不適切︒③オンライ

※

適応が心配な児童生徒いる等︒ 健康 動物虐待防止に関する

的な活用等︒③学校生活への

リーフレットを配布等︒

分や多頭飼育崩壊等につなが

問
●

書類不備による再来庁の手間

住民票の写しは具体的な理由

②オンデマンド型学習の積極

を省くよう情報化推進計画の

◆医療施策について

を示した疎明資料が無くては

①行政手続きの簡素化︑

前倒しを︒②広聴広報課の機

しくは深夜に訪問し︑契約を

交付できないが︑ＮＨＫは契
◆新型コロナウイルス感染症

信料の請求書を簡易書留で送

ら放送受信契約者に対して受

え︑今後の訪問を断るなど助

の都条例の規定を相談者に伝

区消費生活センターでは︑こ

のように考えているか︒

民の個人情報を渡すことをど

が許されている︒ＮＨＫに区

約者氏名︑住所等のみで交付

らないよう啓発強化を︒

て力を尽くしていく︒

締結すること︑または勧誘す

問
●

資までの過程短くする方策を︒ ◆パブリテックについて

まえ事業者支援について検討︒ ③社会保険労務士と直にコン

一般質問︵要旨︶

オカメラ等を全校に配備等︒

教育振興 ①１学期中にビデ

共生に関わる検討部会設置の

①教員の病欠等に備え人

①コロナ対応に人員の加

ることを禁止している︒練馬

を踏まえ引き続き支援を検討︒ 多岐にわたり多忙︒今後の体
の今後の区の対応について

言をしている︒今後も苦情や

ＮＨＫは本年に入ってか

◆ＮＨＫ集金人について

制について所見は︒②検査キ

付しており︑不安や恐怖を感

区民 住民基本台帳法は︑本

問
●

処理状況と今後の対応は︒

ットもさまざま承認された︒

じた区民からの問い合わせや

人等以外の者から住民票の写

教育振興 ①全児童生徒への

て既に第２波ともいわれる状

み出した︒他の自治体におい

大な健康被害︑経済被害を生

源とみられる新型コロナウイ

配備経費を５月補正予算に計

況が生じており︑今後も予断

どのような計画で進めるのか︒

①タブレット活用に向け
介護施設等の集団感染を防ぐ

相談等にきめ細かく対応して

◆ オンライン学習支援について

◆マスクと健康管理について

ため迅速な検査体制の充実を︒ ②メディアやＩＴリテラシー

いく︒また︑特定の政党が関

問
●

発生しやすいことを懸念︒マ

り組みをさらに強化・充実等︒●
問 ①マスク着用で熱中症が

区長 区民の命と健康守る取

スクと熱中症の関係等の情報

急事態宣言が解除された今︑

ルス感染症が日本でも発生し︑ 相談の電話が増えている︒緊

中国湖北省武漢市が発生

福祉 ６月５日時点で約８万

年明けから今日に至るまで多

問
●

世帯に支給︒６月末までに申

教育のため︑教員のＩＣＴ活

上︒通信手段はＬＴＥ回線と

場合について︑相当な理由が

あると認めるときは基礎証明

事項に限定した住民票の写し

係するシールを配布すること

を規定している︒ＮＨＫによ

等を交付することができる旨

また集金人たちが猛威を振る

る放送受信契約者に係る住民

練馬区民の会

し等の交付の申し出があった

用技術習得に向けた研修を︒

する等︒②ＩＣＴ支援員活用

を許さない状況が続くものと

新型コロナウイルスと
ＮＨＫ対応について

保健所 ①業務の効率化を図

Ｗｉｔｈコロナは
練馬区独自の支援体制で

やモデル校での公開授業でノ

ウハウ学べる機会を設ける等︒ 考える︒新しい日常が求めら

票の写しの交付申請に対して︑

松田 亘

るため︑システム導入等の検

◆庁内体制について
①職員の在宅勤務は今後

の業務改善につながる︒継続

問
●
を︒②自治体専用ビジネスツ
ールを活用し︑テレワーク環

討を進めた上で︑必要な人員

白石

が重要︒教育現場で正しい知

練馬区議会立憲民主党

総務 ①課題等を検証し引き

境の構築を︒

やコールセンターを案内する

間訪問の禁止や︑ＮＨＫ撃退

う︒

申請関係書類を審査し︑法令

ことはできない︒

れる中︑これからの新型コロ

に基づく正当な申請であるこ

時以降の約束の無い夜
ナウイルスとの闘いに当たっ

◆ＮＨＫによる住民票の写し
体制で始めることが必要︒新

区長 区民の命と健康を守る

産業経済 東京都消費生活条

への案内が必要であると考え

の写しの交付を第三者請求す

行するために自治体に住民票

にのっとり︑適正に事務を行

考えている︒引き続き法令等

ており︑正当なものであると

避難所において﹁三密﹂

の第三者請求について

◆複合災害対策について

シールの設置︑ＮＨＫから国

たな地域防災に向けた所見は︒ ための取り組みをさらに強化

例および同条例施行規則では︑ ることが可能である︒本来で

問
●

民を守る党のコールセンター

について精査︒②嘱託医等と

て︑どのような方針で取り組

連携し迅速な検査に努める︒

んでいくのか︒

健康 ①さまざまな方法で周

を生じさせない感染症対策へ

識と健康面等からの指導を︒

の具体的な取り組み等を全庁

今後導入の効果︑経費︑セキ

コロナ鬱等の心疾患への

◆ コロナ禍の心のケアについて
対策や︑﹁正しい知識で正し

・充実するとともに︑再開さ

問
●

知啓発を行う︒ 教育振興 ②

く怖がる﹂ことへの啓発を︒

れていく経済社会活動を支え

っていく︒

とを確認の上︑適正に交付し
指導︒個別の事情がある児童

中で検討︒結果は今年度改定

保健所 保健師が悩みを聞き︑ 副区長 災害対策の再点検の

あれば個人情報が記載された

ＮＨＫは事務を円滑に遂
生徒には︑適切な距離を確保

必要に応じて﹁こころの健康

問
●
した上でマスクを外して活動

消費者の意に反して︑早朝も

るが︑区の考えは︒
させる等柔軟な対応を行う︒

るため︑国や都と一体となっ

コロナ禍の影響で休業要

請対象外の介護事業者も運営

予定の地域防災計画に反映︒

問
●

に苦労している︒支援策を︒

相談﹂等につなげている等︒

◆事業者支援について

点から環境整備について検討︒ 着用に当たっての注意事項を

ュリティ確保等さまざまな観

続き検討を進める︒ 企画 ②

けい子

マスク着用は健康への配慮等

配をしても︑保健所の業務は

問
●

材確保を︒②教員の負担軽減

問
●

員の支援強化について

の生活や健康状況の変化は︒

検討状況等は︒④外国籍住民

ンでの子育てのひろば実施等︒ 産業経済 国の取り組みを踏

20

の地域防災計画に反映︒②電

い︒③保護者感染時の子ども

◆学校でのＩＣＴ化推進︑教

を開始︒特別窓口開設や融資

2.0

話やメール等で綿密に連絡︒

等の受け入れ先の確保を特別

地域文化 ①区ホームページ

への意識意向調査の実施を︒

ＮＳで逐次発信等︒③庁内プ

に分かりやすく掲載等︒②Ｓ

区長会を通じ都に要望等︒
①緊急小口資金の審査の

◆コロナ感染症対策について
限度額拡充︒国等の取り組み

630

◆ コロナ禍の検査体制について

回答者の略称 区長室：区長室長 企画：企画部長 区政改革：区政改革担当部長 危機管理：危機管理室長 総務：総務部長 区民：区民部長 産業経済：産業経済部長
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
教育振興：教育振興部長 こども：こども家庭部長

300

※

請ない世帯に勧奨通知送付等︒ 提供・啓発等を︒②子どもの

問
●
特別定額給付金の現在の

生活保護の相談体制の強化を︒ ロジェクトチームを設置し実

簡略化と処理の迅速化を︒②

問
●

◆ 住民目線の福祉制度について

るよう︑家族への支援等を︒

42

産業経済 区独自の特別貸付
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