◆新型コロナウイルス感染症
①事業者への特別貸付制

◆経済対策について

問
●
公務員としての﹁きほん

のき﹂を若年層の段階から徹

問
●

◆職員の育成について

①管理職昇任を望まない

◆管理職員の育成について

問
●
職員増加の理由は︒②昇任意
欲高揚への取り組みは︒③管

②特別区長会を通じ都に制度
継続を強く求める︒③区独自
で実施できるよう検討進める︒
◆介護施策について
①高齢者施設の感染対策

①アート動画配信のプロ

土木 ①自主管理公園として

を︒③新しい形の公園整備を︒

みどりを育むムーブメントの

のもと整備を進める︒②ゾー

具体化等に取り組む︒③施設

けいこ

①新たな会場は︒②とし

を中心としたエリアが適切︒

教育長 ①練馬文化センター

ットに︒③運営に民間活用を︒

まえん遊具等活用し写真スポ

問
●

◆成人式について

ズ捉えた特色ある整備を検討︒

との協働進める︒③区民ニー

改修等の機会捉え確保を図る︒ 輪を広げる取り組み︒②地域

①つながるカレッジねり

◆環境について

問
●

小川

有言実行で︑
今やるべき政策をしっかりと！

練馬区議会自由民主党

スを︒②宅配事業者と提携し︑ ②西武鉄道と協議︒③検討︒

復帰のため︑研修システムの

地域文化 ①専門家の協力を

整備に公有地の積極的活用を︒ 得てコンテンツ充実に努める︒ 区有地に駐車場所を確保して

構築を︒②女性活躍を推進す

の考えと取り組みは︒②特養

問
●

ある整備と住民の積極的参加

有地活用等を考慮し目標設定︒ ミュニティ・ガーデン整備を︒ の個性を生かしコンセプトの

問
●

デュースを︒②実施が危ぶま

ニング見直しやツリーハウス

①特色ある保育所整備を︒ ③専門職活用した支援を検討︒ 環境 ①著名な専門家の助言

家賃補助事業継続を都に求め

②保育士等の人材確保のため︑ ◆文化・芸術について

問
●

り組む︒②感染症対策支援等︒ ②都が道路の概略設計実施中︒ ◆保育園について
◆中村橋駅周辺について
①施設の統合・再編の検

討委員会での議論と提言の内

問
●
底して意識付けることが必要︒ るべき︒③保育士キャリアア

度についての所見は︒②練馬
ビジネスサポートセンターで
取り組みは︒

区長のコロナ禍の受け止

め方と︑この危機を乗り越え
容は︒基本構想策定に向けた

ップ研修の受講体制づくりを︒ れる事業は早めに代案を︒③

検討の進め方は︒②サンライ

としまえん遊具は石神井公園

の小規模事業者への丁寧な総

ふるさと文化館に保存を︒④

合相談体制が必要︒所見は︒

教育長 ①子どもや保護者の

区長 将来を見通すことが極

視点に立ち︑魅力ある保育を

関口

和雄

コンセプトを具体化するため︑ 学ぶ他公務員倫理の徹底図る︒ 行える保育所整備に取り組む︒ 医療従事者応援アート実現を︒ まに﹁断捨離﹂等の新規コー

地域文化 ①新たな美術館の
自治体の違いや職員の役割を

継続︒借り換え可能な貸付制

フ練馬の在り方の検討状況は︒ 人事戦略 新任研修で企業と

令和３年度当初予算編成

◆区財政について

問
●
に当たり︑現時点での歳入・
歳出見込みと基本的な考えは︒

練馬区議会自由民主党

理職育成の具体的取り組みは︒

専門家の協力を得ながら検討︒ 人事戦略 ①責任が重い︑仕

③地域でリハビリ機会提供を︒ ②感染防止に配慮し事業手法

地域文化 ①実践的で地域活

を増員しチームとして出張相

等工夫︒③西武鉄道と協議進

本格的な財政危機を覚悟︒優

める︒ 副区長 ④準備進める︒ 動に資する取り組みとなるよ

◆女性活躍社会について

事が忙し過ぎる等︒②職場の

区長 ①事業継続のため必要

る区内企業の広報での紹介を︒

②事業者の需要を十分に把握︒ 総務 ①就職につながる講座

う必要な見直しを図る︒環境

自転車等での集配事業実施を︒●
問 ①女性の社会参画︑社会

ＯＪ Ｔを進め︑職員が仕事で

な対応を実施︒ 高齢施策 ア

①整備内容等︑区と都の

◆練馬城址公園について

成長するよう取り組み進める︒

◆商店街支援について

働きやすい職場づくりに取り

談等事業継続支援に取り組む︒ ②美術館構想に合わせ検討︒

協議内容は︒②公園整備に合

問
●

線の事業化への進捗状況は︒

わせた都市計画道路補助

を各年齢層に応じて実施等︒

②取り組み事例を区内企業に

も配布している情報紙で紹介︒

①改修した豊玉中いっち

◆公園について

ょうめ公園の評価は︒②地域

さらなる連携強化を︒③住宅

問
●

ルデザイン描き直しを︒③コ

等︒②関係機関と連携し組織

に伴い︑こどもの森のトータ

ンの整備状況は︒②用地取得

①四季の香ローズガーデ

◆緑化について

会員店舗の維持︑増加への施

区民への十分な説明等を要請︒

ＰＣＲ検査検体採取センター

児童館職員等がさまざまな相

一般質問︵要旨︶

問
●

ドバイザー派遣や応援職員派

先順位を見極め必要な施策は

子育て施設等従事者特別奨励

※１

はＳＮＳを活用し情報発信を︒ 発信を︒②対象期間外接種の

金等︑区独自支援策の財源に︒ 援︒商店街連合会と連携し取
◆区長の基本姿勢について

◆子育て世帯への経済支援に

窮者に迅速かつ適切な対応を︒

技監 ①居住支援協議会での

意見を基に住まい確保支援事

①情報化基本計画の適宜

見直しを︒②行政手続きのオ

問
●

組み強化を︒④住居確保給付

児健診でも母親の様子確認を︒

談に応じ悩みを受け止める等︒ 金の利用実態を把握し生活困

開設︒③国が業種別に作成等︒ 横断的に取り組む等︒③教員︑ 確保要配慮者専用住宅の取り

教育長 ①定員 人分確保見

ついて

③えるぼし認定制度の周知を︒ 無償化を︒③委託による乳幼

技監 ①施設のリニューアル︒ ●
問 ①今後の地域別防災マッ

①区財政の減収額は︒②

④妊婦ＰＣＲ検査費用補助を︒ 用転換等に区民ニーズ反映を︒ ◆災害対策について

生児にさらなる支援を︒②ひ

特別貸付の据え置き期間延長
込み等︒オンライン就職面接

とり親世帯臨時特別給付金を

◆デジタル化推進について

会等実施︒ 総務 ②今後実施︒ 保健所 ①ねりま子育てサポ

宅密集地域の安全安心まちづ

②引き続き都に働き掛ける等︒ プ作成への所見は︒②木造住
間延長し無料接種体制を整備︒ ③関係機関と協議等︒④設置

業開始︒②連携してきめ細や

①今年度中に生まれた新

を︒③ＳＤＧｓ の視点から事

③経済団体等と連携し周知等︒ ートナビ等で発信︒②接種期

かな支援行う︒③家主へメリ

※４

利便性向上を︒③オンライン

対象者に周知し迅速な給付を︒ ンライン化を進めるに当たり
案で整備必須の機能とする等︒

技監 ②地域と課題共有し助

体的に作成できるよう検討︒

危機管理 ①多くの地域で主

コロナ禍における
区民生活の安心・安全を！

を取り入れた防災教育推進を︒ 健康 ①本定例会に﹁こども
⑦検討会議の提言踏まえ素案

成制度の活用促す等︒教育長

件︒相談者数増

◆環境問題について

加を見据え体制強化を検討︒

末現在１千

ット周知等︒ 副区長 ④７月

くりを︒③学校現場でＤＩＧ

◆教育について

①気候変動対策への考え

オンライン会議の活用拡大を︒ に向け分別強化の周知を︒③

手続きのサポート体制を︒④

リサイクル対象品目の拡充を︒

星野

商品券﹂２万円分配布のため

企画 ①新たな取り組み項目

区長 ①再生可能エネルギー

④エシカル消費の普及啓発を︒

練馬区議会公明党

の経費を提案︒ 教育長 ②個

を随時追加︒②調査実施︒課

把握を︒②教育現場等への啓

引き続き周知啓発に取り組む︒

の動向注視し適切に対応︒④

ージ等に特集を掲載等︒③国

ライセンスを導入し環境整備︒ 取り組む︒ 環境 ②ホームペ

利用促進や雨水流出抑制等に

※５

は︒②プラスチックごみ削減

別に案内する等丁寧に対応︒

題整理し取り組む等︒③相談

問
●

の職員や入所者を対象とした

①子どもの側からの実態

◆ ヤングケアラー支援について

◆ＰＣＲ検査体制について

③関係機関の協力を得て研究︒

に福祉分野機能を位置付ける︒

等に努める︒④都補助を活用︒ 設を協議︒⑥活用基本計画素

妙子

①ＳＤＧｓ を生かした教

の早期のバリアフリー整備を︒ ③ＩＣＴ教育環境を整え︑不

都検査の周知を︒②希望者全

育を︒②外国籍や性的マイノ

問
●

登校対策を︒④小学校教科担

あつし

予定等︒ 副区長 ⑤陰圧室増

問
●

業整理を︒④練馬城址公園に
◆保健所体制について
※３

①人員確保と体制強化を︒ 健康 ③心身状態の早期把握
※２

酒井

誰一人取り残さない取り組みで
未来に責任！

②ＨＥＲ︱ＳＹＳやＣＯＣＯ

問
●

グランピング施設を︒⑤イン

の事前周知を︒⑥介護分野の
ＩＣＴ導入支援を︒⑦高齢者
施設等の感染症対策に支援を︒

区長 ①先行き極めて厳しい︒
現時点で具体的に見通せない

練馬区議会公明党
Ａの課題は︒③自宅療養者早

任制やチーム担任制の推進を︒ 員がＰＣＲ検査等受けられる

①高齢者︑障がい者施設
③地域内施設を回るバス路線

体制を︒③感染対応ガイドラ

問
●

等導入を︒④四季の香ローズ

インを作成し企業等に周知を︒ 発活動を︒③ヤングケアラー
ル事業の成果を基にさらなる

高齢施策 ①詳細が明らかに が直接相談できる支援窓口を︒ ◆住まい支援について
なった段階で迅速に情報提供︒ 教育長 ①要保護児童対策地 ●
問 ①福祉と連携し住まい確
健康 ②診療所 か所で実施︒ 域協議会において取り上げる 保拡充を︒②居住支援法人と

ＤＩＧ⁝ Disaster
︵災害︶︑ Imagination
︵想像力︶︑ Game
︵ゲーム︶の略︒参加者が地図を使って防災対策を検討する訓練︒
エシカル消費⁝より良い社会に向けた︑人や社会︑環境に配慮した消費行動のこと︒

113

リティー等への合理的配慮を︒

とどまる等︒国に状況伝え検

辺住環境との両立可能か検討︒ 保健所 ①引き続き人員確保
保健所 ⑤医師会と協議進め︑ に努める等︒②活用は一部に

教育長 ①次代の担い手育む

⑥跡施設に地域包括ケア病床

充実を図る︒④研究を進める︒

問
●

周知等︒⑥介護事業所ＩＣＴ

教育を推進︒②相談体制や支

等の整備を︒⑦既存施設の利

わせ等に活用し三密回避図る︒ 院整備における感染症対策は︒ 援員の充実等を検討︒③モデ
①予防接種の十分な情報

◆乳幼児施策について

問
●

等の支援体制検討等︒④有料
に防犯カメラ設置を︒⑤新病

討依頼︒③早急に準備進める︒ ガーデンや新練馬光が丘病院

①保育所等の整備や人材

◆女性の就労支援について

問
●

※3 ※2 ※1

確保を︒②えーるの講習会等

えるぼし認定制度⁝女性活躍推進法に基づき︑女性の活躍推進に関する取り組み状況等が優良な企業を申請により厚生労働大臣が認定する制度︒
ＨＥＲーＳＹＳ⁝新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム
ＣＯＣＯＡ⁝新型コロナウイルス接触確認アプリ

※5 ※4

を派遣し現場で助言を行う等︒ ④保育所関連手続きの問い合

化推進事業を活用︒⑦専門家

◆ 光が丘地域未来構想について

企画 ②制度拡充済等︒③あ

期支援を︒④ＡＩ活用拡充を︒●
問 ①地域の課題は︒②駅等

が︑本格的な財政危機を覚悟︒

474

らゆる施策で取り組む︒④周

900

診方法やワクチン優先接種等

フルエンザ流行見据え相談受

問
●

理職員としての心得等を学ぶ︒ 遣体制構築等︒②地域性や公

組む︒③課長昇任時研修で管

策は︒②店舗の主体的活動を

業を評価︒減少が懸念される

く事業を見直し歳出を削減等︒●
問 ①プレミアム付商品券事
◆補正予算について
地方創生臨時交付金を活
133

副区長 生活再建支援給付金︑ 継続的に支えるための所見は︒ 副区長 ①公園の具体的機能︑
産業経済 ①商品券事業を支 スケジュール等早期に公表し︑

用し︑積極的な支援策を︒

問
●
号

確実に実行する一方︑聖域な

区長 先行きは極めて厳しく︑

この危機にこそ︑
行政と議会が両輪で進もう

支えるため︑全力で取り組む︒ 度も検討︒②中小企業診断士

区民の命と健康を守り生活を

めて困難になっていると実感︒ 産業経済 ①特別貸付を当面

るための姿勢と決意は︒

問
●

対策について
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を拡充し耐震化のさらなる促

保を︒②住宅耐震化助成制度

問いを考え合う教育の実践を︒ ◆新しい学校づくり

子どもたち自身が答えのない

教育振興 ①モデル校の成果

交省ビジョンについて見解は︒

が遊べる道路への回帰との国

難を踏まえ説明を︒②子ども

問
●

問
●

①小竹小を残し︑旭丘の

新校づくりに子どもの参画を︒ 進める︒ 人事戦略 ④能力・

ウィズコロナでも
豊かな教育︑まちづくりを

教育振興 ①屋上緑化等多様

④学校運営協議会の導入を︒

◆気候変動対策と地域経済

実績に基づく登用を進める︒

号線延

①カルーセルエルドラド

技監 ①勉強会での検討や意

への説得は断念したのか︒

教育振興 ①個別面談等きめ

③適宜保護者や子どもたちか

障がい児へ支援ソフト導入を︒ 置の工夫等について検討中︒

札に︒②エネルギーの地産地

基準を重視した総合評価型入

に︒③民間施設が先行︒まず

し井戸水を生かした親水公園

①全区立中学で性教育を︒ 内で利用できるエネルギーの

とることとされている︒②区

に公表し区民への十分な意見

③公園の具体的機能等を早期

企画 ①②都に要請書を提出︒

区民の意見を反映した計画を︒

問
●

◆ジェンダー平等と性教育

で確認︒④検討を始めている︒ 環境 ①当分の間裾切方式を

消による地域経済活性化を︒

説明し理解を得るよう努める︒ ②多様な方策を組み合わせ学

細やかなサポート体制を確保︒ らも意見を聞くことを準備会

を残す努力を︒②プールを残

問
●

◆としまえんのこれから

適切に検討するものと認識︒

と認識︒③事業化に際し都が

デザイン構想と同様の方向性

取り組む︒ 技監 ②グランド

等に不可欠︒事業費等精査し

企画 ①安全・安心な暮らし

号線︑放射

さらに広がる︒積極的に活用︒ 女の給与格差解消の具体策を︒ 強行の理由をコロナ禍と財政

①石神井公園駅前再開発

い施設の定期検査と濃厚接触
進を︒③危険ブロック塀の撤

踏まえ適切に実施︒②出前講

◆未来に誇れるまちづくりを

者に限らない検査を︒②経営
去費用助成は高さを考慮する

座の実施内容や対象者等を検

問
●

が悪化している医療機関の支

るための第三者機関の設置を︒ 新しい小中一貫教育校は︑緑

伸部分の事業が後退︒評価は︒

③補助

差や正規非正規格差解消を前

①住居確保給付金の支給

◆住まいと生活支援について

援を︒③都立病院・公社病院

危機管理 ①改訂予定の地域

等実態に合わせた制度拡充を︒ ②子どもの声を施策に反映す

態で区別することなく事業を

討中︒ 総務 ③性別や雇用形

①一人ひとりを支援する

提としたコロナ対策を︒④男

額引き上げ等︑制度改善を国
の地方独立行政法人化取りや

豊かな環境に︒②発達等障が

習機会を確保︒③研究中︒④

に求めよ︒②実態に見合うよ
めを都に求めよ︒④練馬光が

いの子に配慮した設計に︒③

①コロナ禍の現実を学び︑ タブレット導入で支援の幅が

う︑生活保護の各扶助基準の

区長 ①多様な意見を具体的

◆新型コロナと子どもたち

暮らしの予算減らす姿勢を見
引き上げを国に求めよ︒③利

務︒ 教育振興 皆で考え話し

ス等の確保等可能な限り対応︒ な施策に収れんすることが責

用をためらうことがないよう︑ 丘病院の感染症医療の強化を︒ 防災計画に反映︒授乳スペー

合う授業も教科指導の中で実

◆石神井公園駅南側再開発に

問
●

◆新型コロナで変わる教育

り組む︒③拡充の考えはない︒ 施︒ こども ②考えていない︒

問
●

直すべき︒②コロナ禍後も従

地域医療 ①発生状況等総合
②窓口で相談の際に他の制度

問
●

来の職員削減の方向性を踏襲
生活保護制度について積極的
も案内等︒引き続き啓発に取

◆新自由主義からの転換につ

するのか︒③労働者の権利守
的に勘案し検査範囲決定︒社

いて

り人間らしい働き方ができる
に発信せよ︒④ケースワーカ

①大型道路の建設優先し

社会の実現を︒④少人数学級
を実現し子どもの権利保障を︒

区長 ①当初予算の ％は子

コロナ危機乗り越え
新自由主義に決別を
ついて

再休校時の対策を︒③自主休

な学校緑化を行う︒②教室配

ようこ
校の生徒がオンラインで学ぶ

高口

変更についての答弁は誠意が

体制を︒④発達障がいや学習

市民の声ねりま

あるとは到底言えない︒考え

説

ーへの支援とさらなる増員を︒ 会福祉施設等の新規入所者検

は︒②計画に反対する地権者

のむら

支援実施︒必要に応じ国等へ

福祉 ①特別区長会通じ要望︒ 査の補助実施等︒②区独自の

日本共産党練馬区議団

さらなる支援策要望︒③求め

オンライン教育の体制を︒②

円以上増加︒道路整備経費は
②国は全国消費実態調査等の
る考えはない︒④陰圧室のさ

①公園通りの壁面後退の

１％︒ 人事戦略 ②定数管理
データを用いて定期的に見直

らなる増設を運営主体と協議︒ 見踏まえ変更した︒②丁寧に

問
●

計画を着実に推進︒区政改革
す等︒引き上げを求める考え
◆防災対策について

年前から 億

③法令に基づき事業者の責任
はない︒③生活相談チャット

祉関連経費︒

で行うべきもの︒区は労使関
ボットを開始等︒④相談者数

①電力の契約は環境評価

係への関与・介入に当たらな

問
●

い範囲で関係法令遵守状況を
避難場所と妊産婦や乳幼児が

の増加見据え体制強化を検討︒●
問 ①密を避けるため多くの

幅な増員等課題の解決が必要︒ ◆医療体制の強化について

聴取等を行うよう要請︒

活用を積極的に推進等︒

インを策定︒公共施設等総合

②親世代の啓発を︒③男女格

管理計画に基づき委託進める︒

行支援事業は既に実施︒②定

故を受け指導監督基準等に達

③都や民間に検査依頼し実施︒ 補填は特別区長会を通じ国と

協議を進め協定締結に向け取

しない施設への支援強化や認

一般質問︵要旨︶

式等を引き続き検討︒安全・

業者に区独自の支援を︒③建

問
●

①国や都が行う支援につ

①認可外施設での死亡事

①コロナ対策を含め文化

査費用の補助や練習場所の提

③開演する劇団へのＰＣＲ検

なかった予算を芸術家支援に︒

②コンサート中止等で使われ

予算の拡充を国や都に求めよ︒

問
●

ける新型コロナ対策ガイドラ

状況を公表︒④保育施設にお

欠︒減税を求める考えはない︒ 基準適合施設への証明書発行

問
●

いて基準緩和等改善を求めよ︒ ◆保育について

区民の暮らし守り
文化の灯を消さない支援を

②国や都の制度から漏れた事

人分確保見込み等︒③都

設キャリアアップシステムの

①区内で長年行われてい

員

ら集積所の設置場所を検討︒

り組む等︒ 環境 ②昨年度か

③住宅棟の管理組合等と協議

た有権者にメロンやカニを配

問
●

都に要望︒⑤財源確保は不可

安心に利用できるよう施設の

し取りまとめたルールブック

②再発防止に取り組め︒

◆区内事業者支援について

維持管理に努める等︒⑤住環

設置訓練を実施等︒③出し方

に基づき建物の状況等を継続

①新型コロナウイルスと

うまく付き合いながらスポー
号

④実施設計に取り組んでいる

線等の整備に合わせて実施等︒ 等を防災の手引きに記載等︒

境への配慮が必要︒補助

等︒区内事業者を活用︒

つ︑安全・安心にスポーツに

について

ツと向き合うべき︒区長の見

教育長 ⑥外遊び等で身体接

取り組めるよう区から発信す

域が共有していくことが肝要︒ ◆国会議員の公職選挙法違反

解は︒②感染拡大を防止しつ
触を伴わない遊びを考えさせ

可化の促進等全体の底上げを︒ ◆文化芸術への支援について
◆ 田柄川緑道の再整備について

②希望者全てが入れるだけの

る指導を実施している等︒

①将来の建て替え検討に

導入等︑区内建設事業者の支

◆ 清掃リサイクル事業について

を注視︒刑事手続きについて

総務 ①②検察審査会の動向
は区として答える立場にない︒

①第二田柄川幹線整備の
進捗状況は︒②再整備に当た

◆保健所の体制強化について

問
●

土木 ①取水マンホールの設

っての新たな考えや計画は︒

あゆみ

地域文化 ①国や都は文化芸

中止は再考し劇団への支援を︒

小松

立ち入り調査や実地調査結果

日本共産党練馬区議団

を区ホームページにリンクさ

ひろみ

産業経済 ①これまで国や都

たことがコロナ危機を深刻に︒ ⑤消費税減税を国に求めよ︒

上野

を都下水道局に要請︒②現在

考えは︒②専門職増員を都に

練馬区議会自由民主党

の景観を維持し︑かつての田

供を︒④学校での演劇鑑賞の
ついて管理組合等との意見交

柄川の面影が感じられる緑道

福祉事業者への財政的支援を︒ 認可保育所の拡充を︒③都の
換やアンケートの実施は︒②

①保健所を削減し公衆衛

明確な将来像を描き﹁光が丘

生の備えをおろそかにしてき
業者との協定締結を︒②災害

問
●

時の避難拠点のごみ置き場や

置工事中︒引き続き早期完成

ルフマネジメント力等を育む

技監 ①②昨年度から意見交

技監 地下埋設関係事業者等

望︒計画の進捗状況は︒

引き続き人員確保に努める等︒ 入経費の補助等を実施︒減収

制の確保等機動的に対応︒②

を尽くす︒ 健康 職員応援体

業務に支障が生じないよう力

を注視等︒④感染予防物資購

ル工事の試行段階︒普及状況

費を補助等︒③現在国のモデ

い施設を継続的に支援等︒移

体制を強化等︒基準満たさな

こども ①区独自の巡回支援

校が工夫しながら行事を実施︒

補助は考えていない︒④各学

③劇団に特化した検査実施や

えることに全力を振り向けよ︒ 活動機会提供等の支援を実施︒

②文化振興協会が補助事業や

換を実施等︒広く意見を求め

と工事の進め方を調整中等︒

無理に進めず︑保育運営を支

点で意見を述べる考えはない︒

せる等保護者への情報提供を︒ 術活動への支援を実施︒現時
収集体制は︒③災害時のごみ︑ 地区の将来像﹂をまとめるこ

は制度拡充等を実施︒現時点
廃棄物の出し方について区民

問 早期着工・早期完成を要
ドし早期着手が必要︒所見は︒●

査施設と技師の配備の検討を︒ で改善等を求める考えはない︒ ④コロナ禍の今︑民間委託を
への周知を︒④資源循環セン

の整備を目指し検討を進める︒ 求めよ︒③区独自のＰＣＲ検

区長 ①感染拡大防止策を取

えは︒

ターの拡張︑中継施設整備の

◆平和台駅環八横断地下通路

った上で大会等を順次開催し

進捗状況は︒選別作業は区内

とを要望︒所見は︒③建物の

ている等︒ 地域文化 ②﹁ね

事業者の活用を︒所見は︒

区長 ①感染状況等を見極め︑ ②都制度対象外の感染対策経

りまゆるらく体操﹂等の動画

つつイメージを作り上げ︑地

について

配信を実施等︒③種目や規模

副区長 ①区内事業者団体と

維持管理の課題は行政がリー

等を工夫し実施等︒④事業方

①災害時における区内事

視点が重要︒教育委員会の考

問
●

将来を見据えた
政策・施策の実行を！

べき︒③高齢者や障害者が参
実施を︒④総合体育館改築の
考え方と環境改善のための整
備方針は︒⑤練馬総合運動場
公園に夜間照明設置を︒少年
野球場の抜本的な整備を︒⑥

問
●

援強化を︒④介護や障がい者

安心して避難できる場所の確

35

的に把握し︑整理している等︒ る等の違反行為への認識は︒

◆スポーツ振興について

172

◆ 光が丘地区の将来像について

国等の今後の議論の動向注視︒●
問 ①コロナ感染リスクが高

確認︒ 教育振興 ④教員の大

600

・生活困窮者︑医療等住民福

ども︑教育︑高齢者・障害者

68

運動を通して子どもたちのセ

474

人事戦略：人事戦略担当部長 産業経済：産業経済部長
保健所：練馬区保健所長 地域医療：地域医療担当部長

回答者の略称 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
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
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

10

加しやすい大会︑イベントの

172

問
●

区
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だよ
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3

①感染予防対策の運営連

募︒②練馬区商店街連合会と

絡会での共有方法と実効性は︒ 検証︒利用店舗の募集進める

問
●
①都市計画案説明会延期

の影響は︒②説明会開催方法

問
●

策定︒必要な対応を重点的・

月に素案公表等︒②昨年度実

機動的に実施︒ 高齢施策

施の高齢者基礎調査の結果を

①２０２１年度からの第

◆介護保険について
８期介護保険事業計画策定に

問
●
向けた検討状況は︒②要支援

分析︒介護予防のニーズが高

①区内の河川改修状況と

◆治水対策について
等︒ 高齢施策 ③財政への影

かった︒③関係者の意見を聞

問
●
響や利便性勘案し見直し図る︒ にペデストリアンデッキを設

の人の実態把握は︒③有料老

の検討を︒③上石神井駅周辺

調節池の整備状況は︒②練馬

人ホーム入居者の要支援の割

②屋内テントの各避難拠点へ

区総合治水計画の改定内容は︒ の配備・活用は︒③大型扇風
置する等の具体的な検討を︒

◆教育ＩＣＴについて
④武蔵関駅周辺の都市計画道

機の活用を︒④運営連絡会の

市基盤整備の在り方の検討を︒ 把握を︒④小規模多機能型事

備が基本︒従来型多床室も公

まえ整備︒⑤ユニット型の整

トの配備手順と機種・仕様は︒ 路の事業認可取得時期は︒都
②オンライン授業の実施には

業の今後の展開は︒⑤特養入

き検討︒④サービス需要等踏

副区長 ①令和元年度末時点

年度︑ 共有し訓練重ねる︒②８張ず

万２千㎥︒ 危機管理 ①拠点会議で内容

所希望者の約

合が増えている︒生活実態の

で石神井川 ％︑白子川 ％︒ 高齢化への所見と人材確保は︒●
問 ①小中学校へのタブレッ
調節池は４か所約
②流域対策の目標年次
⑤地権者への丁寧な説明と生
武鉄道に積極的に働き掛け︑

り方をどう考えるのか︒⑥コ

床室を希望︒今後の特養の在

％が従来型多

活再建に十分な補償を︒⑥西
高架下に新たなにぎわいを︒

ロナ禍での高齢者の社会活動

有地活用し整備︒⑥身体機能

技監 ①事業全体が遅れるこ

等が低下する恐れがある︒地

①デジタル化による迅速

で採択された国際的目標につ

区の所見は︒③国連サミット

況を調査︒今後結果を基に検

討︒⑧在宅療養ガイドブック

の整備︑ハラスメント等の防

止に対する啓発等を実施︒

◆新型コロナウイルス対策

感染拡大と予防生活の長

期化に伴う経営上の厳しさ︑

問
●

を改訂し町会等へ配布等︒

◆障害者施策について

①障害の重い人︑体調が

悪くなりがちな人ほど事業所

問
●

に毎日通えず工賃が低くなる

①コロナ禍でプログラム

をどのように実施するのか︒

問
●

地域文化 ①引き続き感染症

②財源確保をどう進めるのか︒

対策を行いながら実施等︒②

という日中活動の課題がある︒ 機会捉え寄付を呼び掛ける等︒

なな

成のＳＮＳ練馬区ルールで注

意喚起︑各学校ルールで指導

等︒今年度は全家庭にＳＮＳ

①テニスコートの利用方

法が昨年度から変更されたが︑

キャンセル率が高くなってい

る︒実態把握と検証を︒②空

地域文化 ①適正利用が進ん

き枠の利用方法の改善を︒

でいると考える︒②より使い

やすくなるよう工夫していく︒

①コロナ禍での相談・申

◆生活保護について

問
●

請状況は︒②生活保護利用者

の健康診断の受診率が低い︒

福祉 ①７月末時点での申請

健康支援にどう取り組むのか︒

歳

件数は前年を下回っている等︒

①７月に開設した練馬区

以上に拡大している等︒

問
●

虐待対応拠点について︑都児

童相談所と区子ども家庭支援

は︒②今後ｗｅ ｂ会議システ

る展開を期待︒区の所見は︒

③区としての子どもを守る取

り組みと児童相談体制のさら

なる強化を期待︒区の計画と

思いは︒

区長 ①児童相談への対応が

改善され大きな成果を上げて

いる︒ こども ケースに関す

る情報共有等の協議を約 回

実施等︒②都のテレビ会議シ

ステム試行拡大状況を踏まえ

対応︒③子ども家庭支援セン

ターと保健相談所の一体的支

援を強化︒都区連携の下︑一

時保護までいかない子ども等

ならではの取り組みを進める︒

子ども︑親子の生活を守る区

家庭ルール作成を促している︒ への対応に努める︒引き続き

ＧＩＧＡスクール構想は︑ ◆虐待対応拠点と子どもの安

多様な個々の特徴に寄り添い︑ 全について

問
●

問
●

通所しやすい仕組みづくりを︒ ◆ スポーツ施設の利用について

課題の検討状況は︒②谷原フ

歳以上から

桜子

レンドの夕焼けふれあい事業

ふくし蒼風会

学ばせることで正しく情報を

もたちに情報リテラシー等を

野沢

る教員の研修等を実施︒子ど

教育振興 個別指導力を高め

区の所見は︒

とへの健康管理も必要となる︒ ム等により事業充実につなが

電子機器を長時間使用するこ

範囲や取り扱いのリスク対策︑ センターの連携の実績と効果

一方で︑教員の養成︑情報の

くことが可能な構想である︒

学習情報を高度に増やしてい

◆文化芸術施策について

害児の利用は１人だったため︒ ②個別受診勧奨の対象を

ついて検討︒②過去３年で障

向等も踏まえ支援体制整備に

祉サービス費の報酬改定の動

等が多く寄せられた︒障害福

基礎調査で収入増を求める声

福祉 ①昨年度実施の障害者

歳以上へ変更した理由は︒

の対象年齢を

かとうぎ

コロナ禍においても
安心して暮らせる地域を

保護者の理解・協力が必要︒

コロナ禍でも災害対策に対し
不断の努力を！

万５千㎥と設定︒ つ配備等︒発熱や咳症状者専

①﹁行政のタイムライン﹂

◆水災害への対応について

目標対策量

問
●
の内容と実効性は︒②台風接
近時に設置するコールセンタ

立施設での説明動画を上映等︒ きたのか︒⑦病院の地域連携

域包括支援センター職員の自

市民ふくしフォーラム

考えは︒③教育効果を上げる

必要︒見解は︒外国人住民の

③鉄道事業者等と協議を開始︒ 室の在宅療養との連携がより

田中 よしゆき

用スペース等で活用︒③感染
研修や情報共有方法は︒④学

練馬区議会自由民主党

予防に活用︒④講座受講者や

の低下をどう捉え︑対策して

が困難な方への対応は︒

訓練等参加者に働き掛ける等︒ 習効果が向上する映像授業を︒ ④連続立体交差事業と同時期

宅訪問︑食事確保や運動の助

とのないよう取り組む︒②区

区長 ①台風接近４日前から

言等を実施等︒ 地域医療 ⑦

ーの態勢は︒③一人での避難

検討等始め２日前に避難所開

医療・介護支援はどう進める

教育長 ①事業者と検討中︒

のか︒⑧在宅療養に関する啓

使いやすく起動が速い機種等︒ 空間等確保︒⑤理解得ながら

在宅医療同行研修や事例検討

目指す︒安全で快適な歩行者

①プレミアム付商品券の

会の実施︑入退院連携ガイド

◆商店街振興について

問
●

区長 ①コロナ禍の対応含め
進捗に合わせ事業者等と協議︒

発の充実を︒

③操作講習会実施等︒活用事

問
●

◆区長の基本姿勢について

一般質問︵要旨︶
既に契約の見直しを検討中︒
◆化学物質対策について

ライン発行等︒昨年度対応状

②家庭向けマニュアル作成等︒ 進める︒ 産業経済 ⑥事業の

設等決定︒全庁挙げて訓練実
回線増設︒ 申し込み状況は︒②商品券事

施等︒ 危機管理 ②危機管理
室ＯＢ等も動員︒

◆西武新宿線連続立体交差事

討し︑利用可能店舗の増加を︒ 例等発信︒④見やすく改善︒

③水害時要支援者名簿を作成︒ 業は金額設定や応募方法を検
リフト付き福祉タクシー事業

業と沿線まちづくりについて
きることを一緒に考えよ︒③
数学級に向けた検証を︒

教育振興 ①今後も学校と調

教育振興 ①各学校の実態に

の性教育を全校で実施すべき︒ 分散登校を実践例として少人

門職または民間団体を招いて

産業経済 ①募集の 倍の応

者が水害時福祉避難所へ送迎︒ ③敬老祝い品の見直しを︒
◆避難拠点の運営について
◆区長の基本姿勢について
新型コロナ感染症拡大で

整し人員確保に努める︒②子

コミュニケーションや運動量

に応じて人権の尊重や男女平

の低下︑食生活の変化︑孤独

染症解明の疫学調査は不可欠︒ 応じて活用︒目的や発達段階

な働き方改革が必要︒区の取

公衆衛生的感染症予防に取り

り組みと計画は︒②コロナ禍

区作成の化学物質過敏症
啓発リーフレットの掲示場所

や失職等のストレスは健康を

問
●

脅かす︒関わりを必要とする

どもたちの意見等踏まえ感染

の人口変動を分析し︑感染拡

等に配慮した教育を実施︒②

大終息に向けての政策を支え

学習指導要領等に基づき実施︒ 予防対策を講じてできる活動

健康 ホームページのほか保

を増やす等さらなる啓発を︒

組むための早急な支援と保健

を計画・実施︒③国等におけ

小中学校︑児童館︑保育園等

いて︑増加する女性就労者等

健相談所や消費生活センター︑ る財政の動向を注視すべき︒
に掲示して周知に努める︒

※６

企画 ① 業務にＲＰＡを適

くすることが必要︒区のメン

ていない︒区の分析と対策は︒ 区民の現状把握や連絡を手厚

を受け入れる体制がまだでき

◆まちづくりについて
感染防止のための在宅勤

コロナ禍の支え手となる
堅固な区政改革を

る少人数学級の議論の動向を

新型コロナで露呈した
課題の対策強化を

招いた授業実施︒成果踏まえ

保健所 疫学調査の見直しを
含めた今後の対応は国への働
き掛けも視野に各区保健所や
都と協議︒職員の応援体制確
保し機動的に対応︒国や都に

克子

問
●

像し石神井公園駅南口西地区

も連携し支援に努める︒

タルヘルスケアの取り組みは︒ 収集し︑適切に活用する力を
排

困難︒事業の必要性等の総点

に対応した調達に切り替えを︒ 計画原案の策定に至ったもの︒ ②将来を見通すことが極めて

◆教育改革の課題と展望

本庁舎の電力はＣＯ

検︑見直しを進め持続可能な

市街地再開発事業は見直しを︒ 用︒導入の効果を踏まえ適用

問
●

２

注視︒検証を行う考えはない︒ 務等住環境ニーズの変化を想

生活者ネットワーク
今後も適切に実施︒ＮＰＯ等
◆子どもの権利に基づく教育

の出前講座については検討中︒ ◆気候危機とエネルギー

事業の実施により安全で快適

財政運営を堅持︒ 総務 ③女

保健所 保健師が悩みを聞き︑ 育てる等︒教育委員会独自作

な駅前環境が実現︒今後の新

業務を順次拡大︒業務の効率

環境 施設の規模や特性等を

たな社会の中でも従来と変わ

化や事務処理ミス防止を図る︒ こころの健康相談等につなげ
が一変︒保護者は学校生活支

総合的に勘案し︑最適と判断

技監 時間をかけて︑関係権

援員不足を心配︒新たな募集

した方法で契約締結︒供給可

利者や地域と協議を重ね都市

生活者ネットワーク実施のセ

条件で支援員を増やせ︒②学

出量や再生可能エネルギー割

クハラ︑ＤＶ︑性暴力の自治

校行事の中止や縮小について

30

12

合を最重要条件とし気候危機

体調査の結果︑共通課題は人

能な事業者が増えてきたため︑ らぬ住宅需要があると考える︒ 性が会議に参加しやすい条件

①感染症対策で学校生活

環境について

権教育としての性教育︒助産

子どもたちの意見を聞き︑で

ている等︒生活相談窓口等と

師や保健師︑産婦人科医等専

問
●

状況伝え必要な支援を求める︒
◆男女共同参画について
①第５次男女共同参画計

画に基づき男女混合名簿を小

問
●

中全校で作成︒その活用と男

やない

成を国や都に強く求めるべき︒ モデル校で昨年度産婦人科医

所機能・体制の拡充や人材育

保健所の課題が露呈した︒感

問
●

2.3

15

25

19

81

72

女平等教育推進の考えは︒②

11

ＲＰＡ⁝ Robotic Process Automation
の略︒人間がパソコンで行っていた定型的な作業を︑ソフトウェアロボットにより自動化する技術︒
※6

70

40

49

10

12
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一般質問は、９月14日・15日・16日の３日間、12人の議員が行いました。ここでは質問と回答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。

