パンフレットを新たに作成等︒ ◆経済対策について

区民 ①携帯電話のショート

区の考えは︒

放棄されていることについて

付金等の私債権が時効により

企画 ①引き続き都や他区と

促す周知が必要︒所見は︒

対する理解と財源への協力を

いかがか︒②区の財政状況に

開放に向けた事業の進捗状況

助

込みは︒②導入空間となる補

しい状況ではないと考えるが︑ 遣する教室事業等取組を強化︒

ったと考えられる︒本来望ま

は︒③地域のさらなる機運高

労支援活動で講師を地域に派

◆介護保険制度について
識は︒②借換えを含む新たな

メールや自動音声システムを

連携しながら制度の適正化に

①実現に向けた区の意気

揚のために︑近郊の広大な大

問
●

号線の整備は必須︒交通

現状や将来見通しを示す財政

①区内経済についての認

体的内容は︒⑤感染症の広が

特別貸付の実施を︒③来年度

活用し滞納者に自主的納付を

向けて取り組む︒②区財政の

子マネーの種類を拡大︒イン

かしわざき

を進めるべき︒所見は︒

知を工夫し︑効果のある取組

ちのイメージが湧くような周

かけ部分の活用や︑将来のま

泉町新駅予定地の外環道路蓋

き続き国や都と連携し現場の

③適切な債権管理に努める︒

◆元気高齢者対策について

可欠であり必ず実現しなけれ

られる高齢者から元気高齢者

持するため︑これまでの支え

活動に参加してもらえるよう

③多様な形で多くの方に促進

交通開放に向けて調整中等︒

道と歩道の工事を進めており︑

ら別荘橋通りまでの区間は車

ばならない︒②土支田通りか

へと発想を転換した施策に取

区民からも寄附を募り︑それ

持続可能な財政運営を堅

地方団体は地方交付税が減少

副区長 シニアセカンドキャ

り組むことが必要︒所見は︒

を活用した新たな取組を検討︒

問
●

することなく納税受入額全体

リア応援事業を実施︒シルバ

①ふるさと納税を受けた

が収入増となることから︑ふ

ー人材センターと連携した就

問
●

るさと納税の本旨から逸脱し

◆ふるさと納税について

パンフレット等を活用し周知︒ 技監 ①今後の区の発展に不

練馬区議会自由民主党

区民の命と健康を守る
施策推進を最優先に！

実態に即した支援に全力で取
り組む︒ 副区長 ②事業者が

度の安定的な運営を︒所見は︒ 計画的に返済できるよう融資

制を整え︑今後の介護保険制

取組について実効性のある体

ワクチン接種練馬区モデルの
確実な実行を！

歳入を確保することが喫緊の

強

に対応︒③流行は見られない︒ していくのか︒②介護予防の

問
●

りの中で健闘している接客業
画において︑介護給付費の推

のプレミアム付商品券事業の

呼びかける等︒②保険料をス

人学級について教育

委員会の評価は︒②令和７年

区長 ①コロナ禍の克服に向

の方々にも応援と感謝の意を︒●
問 ①第８期介護保険事業計

概要は︒

マートフォンで納付できる電

①

度までの間の教室の確保に向
計をどのように行い︑介護保

区長 ①新型コロナの影響は

問
●

けた対応は︒③教員の増員に
険料の上昇抑制をどのように

今後長期化が見込まれる︒引

民主主義の在り方と今の

大きな変化をどのように受け

接種の実現を目指す︒保健所
図ったのか︒特に介護保険給

◆ 区長の基本的な考えについて

止めているのか︒

教育長 ①普通教室確保が課

ついて国や都への働きかけは︒ けて﹁早くて近くて安心﹂な

付準備基金をどのように活用

問
●

区長 我々人類には民主主義
②新規感染者数は依然として

◆ 地下鉄大江戸線延伸について

を守り育てていくしか歴史の
高い水準︒職員増員し業務増

①不透明さが増す環境下

財政︑少子化︶

問
●
で来年度予算編成に当たり留
意した点と意欲は︒②区有施

枠を拡大した借換特別貸付を

億円になると想定︒ ５月から開始︒③今年度実績

副区長 ①令和５年度には給
付費が約

を踏まえ商店街連合会と協議︒ ターネットで口座振替の申込

たかし

◆収納対策について

藤井

億円活用し一人当た

練馬区議会自由民主党

円の軽減を図る︒②

設の有効活用について現在の
検討状況は︒③少子化の課題
基金を

区保有データを活用して課題

みができるサービスを導入︒

り月額

◆新型コロナ対策について
ターを増員等︒ 産業経済 ⑤

課題︒具体的な収納対策は︒

区報で敬意を表し︑深く感謝︒ を抱えた高齢者を抽出し支援

①ワクチン接種に対する

②国民健康保険料の収納対策

区長の思いは︒②現在の感染

問
●

①住民税の徴収を強化し

ーの相談支援員や就労サポー

区長 ①事業等を見直し歳出
を削減︒社会資本を形成する

する﹁高齢者みんな健康プロ

◆災害対策について

た過度の寄附金獲得競争に陥

供を︒④きょうだい児支援を︒ レット作成等︒④お口すっき

別号発行を︒③電話やファク

し医療機関等との情報共有を︒ 確認できる体制づくりを検討︒ ◆デジタル化について

Ｆｉ環境を︒③ＩＣＴを活用

ついて

◆中小企業・商店街の支援に

位置づける等︒③セミナーを

し取組工夫等︒②次期計画に

◆認知症施策について

等︒⑤職員向け講習会を実施︒

り体操講習会への参加を促す

しで確認等︒④学校改築時に

ス︑ＡＩ等を活用した相談体

拡張等︒⑤訓練等を通じ周知︒ 福祉 ①障害者団体等と連携

の貸与拡充を︒②非接触型自

①区西部にも介護医療院

の評価は︒②マイナンバーカ

中小企業からの相談に丁寧に

を気軽に相談できる体制検討︒ は︒②物忘れ検診の周知を︒

①コロナ禍における取組

動計測式体温計の活用を︒③

問
●

問
●

危機管理 ①今年の出水期か

③チームオレンジ活動で本人

オンラインで開催︒④悩み等
ら周知︒②優先的に開設する

ミーティングの実施を︒④農

※

①フレイル予防で介護や

問
●

◆オーラルフレイルについて

編の支援策の周知を︒④プレ

小川

こうじ

ミアム付商品券の利用拡大を︒ 医療と連携を︒②オーラルフ

デジタル化の推進で
区民の利便性を図れ！

練馬区議会公明党

歳と

歳全員

し地域活動につなげる等︒④

に受診券送付等︒③順次開催

員配置等︒②

ンターに認知症地域支援推進

高齢施策 ①地域包括支援セ

業を生かした認知症施策を︒

対応を︒③経営転換や事業再

①貸付制度の拡充を︒②

制を︒④円滑な接種に必要な

ードの普及促進を︒③区民協

問
●

スタッフの確保を︒⑤集団接

①デジタル化の区民から

核兵器禁止条約が発効︒安心

整備を︒②介護福祉士の確保

める︒ 健康 ③今後研究する︒ を︒③訪問診療体制の構築を︒ 働の推進を︒④ＬＩＮＥ公式
◆コロナ禍における高齢者施

方法が分からない方への支援

高齢施策 ①需給動向を注視︒ アカウントで情報提供を︒
②養成施設と連携し取組検討︒ 企画 ①便利で助かる等︒②
健康 ③医師会と検討進める︒ 交付ブースを増設等︒③利用
◆子育て支援について

を検討︒④情報発信を充実︒

他自治体の取組等を今後研究︒

◆避難拠点の感染症対策につ

①出産育児一時金の増額

◆ デジタル教科書普及について

を国に要望を︒②不妊治療や

問
●

レイルについての認識は︒③

ゆりこ

ハンドブックの作成を︒④予

吉田

副区長 ①借換特別貸付を５

練馬区議会公明党

新型コロナワクチン接種の
万全な体制を！

と検討︒４月から約６週間で

◆介護と医療の連携について

して暮らせる社会の構築を︒

区長 ①昨年 月から医師会

①新年度予算に対する基

月に開始︒②専門家による相

防が必要な高齢者への対策を︒●
問 ①導入に向けた方向性は︒
用し情報提供に努める︒③チ

①スペース確保について

②ＩＣＴ支援員の体制強化や

いて

談実施等︒③経済団体等を通

支援方法は︒③ＩＣＴ機器同
認対策を︒④備蓄倉庫の拡大

問
●

学校との早期協議を︒②既存

⑤高齢者施設等での対策を︒

不育症検査費の助成制度充実
成長記録手帳の導入を︒電子

じ広く周知等︒④今年度実績

①緊急事態宣言の解除後︑ について周知を︒③多胎児の
高齢者が安心して集える場所

母子手帳アプリで情報提供を︒ マニュアルとコロナ対策版の

を踏まえ商店街連合会と協議︒ 区長 ①高齢者みんな健康プ

問
●

区長 ①必要な施策は時機を

の提供を︒②高齢者在宅生活

③基金と起債の積極的活用を︒ 保健所 ②様々な広報媒体活
逸することなく最優先で実行︒ ャットボット活用等相談体制

健康 ①国の検討状況を注視︒ 統一を︒③災害弱者の安否確

サービスの導入を︒③就労支

組の強化を︒②遠隔手話通訳

②放置すると将来の介護リス

全国に先駆けて開始︒ 健康

倍増︒実践事例集を作成しノ

成果と課題を検証︒②支援員

教育長 ①国の実証事業通し

あんしん事業は︑遠方の家族

を︒⑤在宅避難の周知徹底を︒●
問 ①障がい理解を深める取
法を拠点会議で検討︒②改定

ウハウ共有︒③取組を進める︒

士の接続や図書資料の活用を︒

を充実︒④⑤案内誘導スタッ

に周知︒③乳幼児健診等で子

危機管理 ①教室等の利用方
年度導入のアプリで多胎児家

クが高まる等︒③啓発パンフ

ロジェクトに着手︒関係機関

副区長 ②予算のポイント等

活用し周知︒③適切に活用等︒ 診時等に滞留しないよう対応︒ 高齢施策 ①街かどケアカフ

育てに関する情報を提供︒来
緊急通報システムを活用し家

援について雇用主等へ情報提

様々な課題解消し準備進める︒ ェを来年度

庭向けの情報発信充実を検討︒ し各拠点に配布等︒③ドア越

◆災害時の情報施策について

族等からの連絡に応じて安否

◆新型コロナウイルスワクチ

①これまでの取組︑課題︑●
問 ①ねりま情報メール等で

オーラルフレイル⁝かんだり︑飲み込んだり︑話したりするための口腔機能の低下が心身の機能低下につながるという考え方︒
※

ン接種体制の確保について

問
●

30

等と連携した総合的な取組を

と警備員が連携できる体制を︒ ②相談に丁寧に対応し積極的
か所に拡充︒②

◆障がい者施策について
フ配置や相談コーナー設け予

本的考えは︒②区報等で予算

問
●

◆新年度予算について

続き平和推進に向け取り組む︒

に運用方法等を周知︒③引き

年度約 施設に導入︒利用者

種会場の万全な体制の構築を︒ ７か所の避難所への整備を進

問
●

一般質問︵要旨︶

取組を全国に先駆けて開始等︒ は重要︒今後の対策は︒③貸

ジェクト﹂に着手︒総合的な

者数の状況について区の分析
地域に潜む災害リスクに

は︒また保健所の状況は︒③

問
●

②周辺施設との統合再編含め
取り組むべき︒所見は︒

関する冊子のさらなる周知に

教育長 ③出生数等の推移を

避難所の開設・混雑状況の配

危機管理 一人一人に応じた

信を︒②地域集会所にＷｉ︲

対策が選択できる質問形式の

今後のスケジュールは︒②接

生活困窮者への支援拡充の具

◆教育について

種に関する情報提供と区報特

罹患者数は︒また手足口病や

230

保健所 ①必要な方に届けら

①パルスオキシメーター

◆区長の基本姿勢について

注視し支援の充実に取り組む︒ ヘルパンギーナの状況は︒④

検討し改修等の計画定める等︒ 区におけるインフルエンザの

限り活用し財源を確保︒企画

事業には基金と起債を可能な

400 24

を周知︒財政パンフレット等

策について

75

11

の説明を︒財政白書の作成を︒ 高齢者の接種完了を目指す︒

70

180

れるよう努める︒ 総務 ②来

問
●

問
●

についてどう捉えているのか︒ 充実等で質の確保に取り組む︒ 福祉 ④生活サポートセンタ

605

確保を都に働きかける︒研修

◆区のかたちについて︵予算︑ 利用方法見直す等︒③着実な

35

選択肢はないと確信している︒ 題︒②パソコン教室の転用等
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①コロナ禍で苦しむ区民

制度設計した国が行うよう国
たが︑根強い反対意見もある︒ ンについて

総務 ①国で議論がされてき

都区間の行政運営と財源の在

中長期的な財源確保策は︒②

り効果的な指標の設定を検討︒ を受ける機会の減少が懸念さ

直し歳出を削減した等︒④よ

議状況を見守る等︒②第５次

ル﹂に対する区長の決意は︒

クチン接種体制﹁練馬区モデ

所見は︒③聖域なき事業の見

えて都に課題提起をすべき︒

性が高まっている︒時期を捉

り方に対する課題整理の必要

いて

対応休業支援金・給付金につ

◆新型コロナウイルス感染症

ィーに参加しやすい環境等の

②退職後に地域のコミュニテ

れる︒支援維持への対応は︒

影響で福祉サービス等の支援

や都に要望︒③感染状況等を

男女共同参画計画で総合的な

しく理解できる情報発信を︒

いるのか︒④次期アクション

直しの﹁聖域﹂をどう考えて

ることが懸念される︒幅広い

らず︑今後生活困窮につなが

を︒③高齢者等の民間賃貸住

のための国の助成制度の周知

①新型コロナウイルスワ

れ実績に応じた支援を継続等︒ 世帯への公費負担による軽減

施策研究を行うこととした等︒ ②ワクチンに対して区民が正

●
問

◆新型コロナウイルスワクチ

地域医療 ①プール方式実施

消費税減税を国に求めよ︒
区議会に提出された陳情の審

を継続等︒⑤引き上げる考え

③接種に向けた事前訓練の実

宅への入居支援事業の課題は︒

再生可能エネルギー等の

周知を︒②濃厚接触者の健康

問
●

プラン策定時にはアウトカム

見直しを求める考えはない︒

福祉 ①現時点で報酬体系の

技監 ①専門的見地から検討

工事の中止を事業者に求めよ︒ 分けによる診療所での接種を

と考える︒③考えはない︒

高齢施策 ①緊急事態宣言下

でもひとり暮らし高齢者等訪

問支援事業を実施︒生活状況

を聞き取る等︒②街かどケア

か所に拡充

極め起債や基金も可能な限り

副区長 ①生活相談コールセ

知が必要と考えるが所見は︒

業で情報提供を受けても自身

周知等︒③住まい確保支援事

いて

◆予算編成と事業見直しにつ

期に来ているという考えをよ

別区制度の再検討が必要な時

運営の堅持に取り組む︒②特

を通じ周知︒

く周知︒②区ホームページ等

引き続き関係団体等を通じ広

りま若者サポートステーショ

型支援を実施︒ こども ④ね

ない方を対象に４月から伴走

ンター等で相談に応じている︒ だけでは住まいの確保ができ
①厳しい財政状況の中︑

り強くしている︒ 企画 ③補

問
●

号線︵早宮〜環

に入院してもらうよう対策等︒ 場等地域の魅力を生かした回

①スタジオ施設予定地が

公園整備の最後になったのは

問
●

年間も整備を棚上げした事例

なぜか︒優先整備区域内で

ルに基づく区分支給限度額に

タジオ施設計画での緑化面積

は︒④都の整備計画中間まと

に整備を進める︒棚上げした

等が相互に連携等して段階的

企画 ①都︑区︑土地所有者

めについては説明会も開催を︒

か︒④前原交差点〜新青梅街

市民の声ねりま

道間でも都の指定基準に従い
向けた課題と医療連携・在宅

８期計画の方向性と合致︒連

指し先月建設工事着手︒④第

協議︒令和４年８月の開院目

と協議進める︒③運営法人で

の敷地等では困難︒関係機関

◆オリ・パラについて

り練馬こどもカフェを実施等︒ 優れた政策を立案し実行する

後検討︒②感染防止対策を図

開始し順次拡大︒直営園は今

ことこそが最大のメッセージ

区長 ①現場の実態に即した

スで間に合っている﹂が最も

の結果では﹁利用中のサービ

高齢施策 ①高齢者基礎調査

まえ必要な経費を計上︒②地

技管 ①計画の進捗状況を踏

べきものと認識等︒③計画で

難有効面積は都が検討し示す

と連携した療養支援の取組を︒ 限度額の引上げによる影響は︒ 用途地域の見直しを行うのか︒ ものではない︒②各段階の避

がら観戦に向け準備を進める︒ も具体的行動が影響等︒④国

教育長 国︑都等と連携しな

たもの︒ 保健所 ③場所より

思い出となるよう一層努力を︒ 提供体制の危機的状況等鑑み

と確信等︒ 危機管理 ②医療

３億６千万円と見込む等︒

事業計画期間中の影響額は約

合︑適切と考える︒②第８期

多い理由︒全体として見た場

より地域にふさわしい土地利

示している︒④変更を想定︒

③道路の事業進捗を想定して

場でき︑質問や意見を述べや

④参加者の都合に合わせて来

たまちづくりの検討を進める︒ の緑被面積は把握していない︒

域と共に地域の資源を生かし

すいオープンハウスを開催等︒

の緑化面積は約２万㎡︒従前

問 子どもたちのすばらしい
携で切れ目のない医療提供等︒●
①いじめへの対応と解決

◆教育について

問
●

への考えは︒②不登校児童生

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 区民：区民部長 産業経済：産業経済部長 都市農業：都市農業担当部長
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 地域医療：地域医療担当部長 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

◆予算について

問
●
勘案し適切に対応︒④非課税

はない︒都の補助金予算は対

のために基金の積極的活用を︒ は考えていない︒②患者受入
②補助・給付的事業の削減は
③区は特殊勤務手当に対する
象件数等に応じ増減するもの︒ ◆地球温暖化対策について

歳以上の雇用推進

都補助に上乗せを実施︒企画
◆障害者計画について

施を︒④高齢者施設で働く方

整備と︑

撤回すべき︒③各種保険料の
④考えはない︒ 産業経済 ⑤

に対しても同時接種を︒

①本制度が活用されてお

値上げはやめよ︒
既に住宅修築資金の融資あっ

保健所 ①コロナ禍の克服に

④若年層の孤独死への対策は︒

環境 省エネ性能が低い既存

設備設置補助予算の拡充を︒

向けて﹁早くて近くて安心﹂

コロナを乗り越え
安心を実感できる練馬区へ

◆外環道工事について

住宅に重点を置いて補助等︒

問
●

企画 ①今年度 億円︑来年
度 億円を取り崩し必要な区

基金の積極活用で
コロナから区民まもれ

せんを実施等︒⑥考えはない︒●
問 ①自立支援給付費の拡充

必要性・緊急性の観点から全
事業を見直しており撤回の考
えはない︒③制度維持等のた

たつお

カフェを来年度

石黒

等︒産業経済団体を通じ広く

練馬区議会未来会議

観察期間中の収入減少に対し

な接種の実現を目指す︒②区
報等様々な広報媒体を活用等︒

ても本制度が活用できる︒周

①道路陥没等の調査の中

間報告についての評価は︒②

区長 ①施策の優先順位を見

指標の導入を︒

問
●

③先行して実施予定の医療従

拓

事者の接種で︑ワクチンの小

日本共産党練馬区議団

大深度法の補償の枠組みの再

げを国に求めよ︒②介護事業

②さらなる補助の考えはない︒ を行いまとめられたもの︒②

を国に求めよ︒②区の公的支

援の強化を計画に位置づけよ︒ 検討を国に求めよ︒③外環道

所への財政支援を︒③介護職
◆人権について

①介護報酬の抜本的引上

◆高齢者計画について

査の実施を︒②医療機関を潰
員への特別給付金の継続的支

問
●

めには適正な保険料が必要等︒
◆コロナ対策について
①感染リスクの高い施設

さない手だてを︒③医療従事
給を︒④低所得者の介護保険
しない根拠はない︒制度改正

試行し検証等︒④柔軟に対応︒ 活用しながら持続可能な財政

者や福祉施設職員︑薬局薬剤
料の軽減を︒⑤特養ホームの

する居場所を開設等︒

ンに社会とのつながりを支援

①新型コロナウイルスの

◆孤独死について

問
●

助・給付的事業も含め全てを

必要性・緊急性の観点から見

等と連携し必要な対応を行う

ナーシップ条例を制定せよ︒

等︒⑤解熱剤処方等は基本的

七︶は広徳寺や練馬総合運動

は︒②放射

はあるのか︒②工事が開始さ

高齢施策 ①考えはない︒②

住宅リフォーム助成の実施を︒ 備費補助減額の中止を求めよ︒ を国に求めよ︒②同性パート

に診断医が行う等︒⑥悪化の

遊性のある歩行者中心の地区

れた現時点と今後の整備段階

用を促すため地域と検討︒

兆しが見られる場合は速やか

内街路として見直しを︒③外

一般質問︵要旨︶

ールは︒④練馬光が丘病院跡

年目の介護保険について

環の２のアクションプランの

◆ としまえん跡の公園について

施設の介護分野の提案への評

◆

①標準的なサービスモデ

①新年度予算での見直し

保へ早期支援を︒②介護と障

徒実態調査の目的は︒③不登

ションのための区長からの積

問
●

◆ 都市計画道路見直しについて

害福祉の人材育成・研修セン

区長 ①かかりつけ医を中心

価と移転後の病院との連携は︒
校により夢や希望が閉ざされ

極的なメッセージ発信を︒②

問
●

ターの一体化に際しノウハウ

ないような取組を︒

再度の緊急事態宣言に追い込

①貫井・富士見台地区密
継承と新たな取組を︒③介護

教育長 ①いじめ等対応支援

ごとの避難有効面積は︒③と

問
●
集事業の取組は︒②富士見台

した仕組みづくり等が必要︒

現場の取組支援と負担軽減を︒ に地域の介護事業者等と連携

チーム設置等︒具体的事例を

◆ ﹁新型コロナ﹂対策について

三・四丁目環八南地区まちづ

福祉 ①公正証書の作成費用

地域医療 ４月の開設に向け

スケジュールは見直さないの

①リスク・コミュニケー

くり計画検討会エリアでの進

訪問診療医の紹介方法等を検

技監 ①四商通りの北側区間

まれたことをどう考えるのか︒ 対する利用割合が５割前後に

の検査や施設職員・利用者の
定期一斉検査等︑検査体制の

とどまる理由とその評価は︒

見直しを︒⑤自宅療養者への

しまえん時代の緑被面積とス

③通勤電車や食堂等での感染
◆子育て施策について
①全区立保育園にＩＣＴ

②高額介護サービス費の負担

の早期導入を︒②在宅で子育

問
●

区長は区民の不安・願いに
寄り添えているか

自分事として考え討論する学

笠原 こうぞう

する︒③環境づくりを進める︒ リスクは︒④無症状者の任意

習等実施︒②実効ある対策と

練馬区議会自由民主党

コロナ感染克服と
緊急・災害時医療の充実を

討中︒②ＩＣＵ等を増床等︒

用地を取得等︒②来年度地区
計画の素案作成を目指す︒③
費用助成を来年度から拡充等︒
特定生産緑地指定に向け

◆都市農業について

問
●

⑥診療所や訪問看護事業所等

医療サポートセンターの準備

制度活用の提案等丁寧に対応︒●
問 ①在宅療養の環境整備に

副区長 個別訪問を重ね貸借

状況は︒②順天堂練馬病院の

教育長 ①来年度 委託園で

てする家庭への支援の充実を︒ 医療は誰の責任で行うのか︒

中継施設の拡張による不

◆ 清掃リサイクル事業について

救急医療等の充実と三次救急

構築への取組と整備スケジュ

③高野台新病院との連携体制

千 トンを資源化の見込み等︒ 医療体制の整備への取組は︒

問
●

環境 金属類を選別し年間１

燃ごみの処理方法と効果は︒

◆地域医療について

個々の事情に応じた対応策を︒ イン研修の実施回数を拡大等︒ 三次救急医療体制整備は現在

池尻 成二

容の詳細を検討等︒③オンラ

問
●

め方は︒③戸建て住宅の耐震
②運営協議会を設置し事業内

⑥持続化給付金等の再支給や

65

化や老朽家屋除却への取組は︒ 等の助成を開始等︒高齢施策

35

で７割︑南側区間で２割強の

20

◆災害対策について

必要に応じ国が検討するもの

師等への慰労金の再支給を国
整備目標を引き上げ︑都に整

①選択的夫婦別姓を導入

に求めよ︒④東京五輪開催の

問
●

再検討を国や都に求めよ︒⑤

や地域での一斉・定期的な検

●
問

島田

民サービスを確保した等︒②

57

①ひとり親家庭養育費確

◆福祉について

問
●

19

30

30

143

500

区
議 会
会だ
だよ
より
り
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3

名に倍増等︒④

ションにおける課題解決のた

会と連携し支援事業を開始等︒

め手話言語条例の制定が必要︒ ③本年４月から精神障害者保

員を来年度

学習指導要領にのっとり社会

①令和の日本型学校教育

◆教育について

者の受入れ等に必要な経費の

の家族支援の充実への考えは︒ ている方に拡大︒④重度障害

検討状況は︒②発達障害児者

一部を補助等︒ 健康 ⑤子育

問
●

科等の授業を通し実施等︒⑤

③福祉タクシー事業の対象拡

副区長 ①感染拡大予防やイ

生徒の相談体制充実を図る等︒ ない新しい図書館の検討を︒

地区ごとに担当弁護士を決め

大等︑精神障害者への支援充

◆無園児について
育を発展させるのか︒②欠席

ベント規模等を総合的に勘案︒ の実現・定着へいかに学校教

迅速かつ適切に相談等ができ

非接触・非対面でできる手続

ーを立ち上げる等︒ 企画 ③

②感染症対策を徹底し引き続

届や課題配布のオンライン化

①厳しい財政状況の中︑

◆財政について
を拡大等︒ 人事戦略 ④今月

等学校情報化施策の見通しは︒ る体制を整備等︒⑥部活動指

向けパネルシアターを実施等︒

健福祉手帳１級の交付を受け

から試行開始︒課題を検証等︒ ていない﹁無園児﹂をどのよ
き実施︒③再整備基本構想を

①保育園や幼稚園に通っ

施策の優先順位をつけ︑思い

策定し︑これまでの活動を基

問
●

切った取組を︒②区民の信頼
うに把握し︑通園につなぐの

①長期休校による児童生

期待される北町の地域生活支

導員活用を計画的に進める等︒ 実を︒④区内初の実績として

か︒②障害のある児童や外国

●
問

◆退職自衛官の活用について

は︒⑤スクールロイヤーの効

学校内民主主義に関する取組

﹁風の時代﹂の到来︒﹁誠心誠意﹂問う︒

問
●

①環状八号線を横断する

◆まちづくりについて

健診等の対象者に個別通知等︒

て相談事業の待ち時間に親子

③教員のＩＣＴ利活用推進の

こども ①家庭訪問等で把握︒ 組み魅力を高める︒教育振興

籍児童の受入れ態勢の充実を︒ 盤にさらに多彩な企画に取り

ためどのような支援を講じる

徒への影響と対応は︒②教育

区長 ①聖域なく全事業を見
のデジタル化については︑科

直し歳出を削減︒ 企画 区民

⑥チラシ配布等に加え乳幼児

◆ＳＤＧｓ ︵持続可能な開発

問
●

援拠点の運営をどうサポート

目標︶について

報拠点としての在り方を示す︒ 刻化している︒主権者教育と

防災能力向上には専門性

のか︒④若者の政治離れが深

保護者の意向踏まえ必要書類
④現在検討中︒今後地域の情

学的な検証を参照し︑丁寧に

る事業推進を最優先︒②事業
ごとに丁寧な周知に努める等︒
◆コロナ対策について

早期開通による東武練馬駅付

②補助

号線と補助

号線の

号線の整備の見通しは︒

するのか︒⑤北保健相談所等

地下連絡通路の工程を含めた

複合施設のメリットを生かし

企画 ①第２次ビジョンを中

啓発を進めるべき︒所見は︒

代に即した施策を盛り込む考

て大綱の改定を進め新しい時

の自衛隊等との協力体制を強

所在する自治体として災害時

は︒⑥保健相談所等の担当区

た区民サービス向上への工夫

副区長 ①環状八号線との交

近の交通安全対策を︒

放射

を有する外部人材の登用が効

つじ 誠心
針は︒⑥教員の負担軽減のた

果的︒２つの自衛隊駐屯地が

練馬区議会自由民主党

区の取組の整理︑点検︑改善

教育長 ①練馬区教育・子育

めの部活動における対策は︒

①ＳＤＧｓ の視点に立ち︑ 果を最大限発揮するための方

を︒②事業者や地域活動団体

問
●

の準備を一緒に行う等︒②家

けんじ

庭状況に応じた支援を行う等︒ と協力してＳＤＧｓ の理解・

富田

進めるべき︒所見は︒③教員

練馬区議会立憲民主党

による児童生徒に対するスク

①ワクチン接種の着実な

で適切に行えるよう︑ワクチ

実施を︒②接種の判断を個人
ンの安全性等に関する正確な

教育振興 ①学力調査や各校

ールセクハラの現状と対策は︒ ◆文化芸術施策について

心にあらゆる施策を通して取

①薪能を中止とした理由

情報の周知を︒③区役所窓口

り組んでいる︒②自発的な動

設備工事実施中︒地下連絡通

は︒②文化施策の継続性を保

区長 ①﹁︵仮称︶障害者の

つため薪能に関わるワークシ

危機管理 自衛官が持つ知識

へのヒアリング等を通じ把握

化するため防災監等の活用を︒ 域変更の周知等の準備状況は︒ 差部でトンネル部の舗装等の

に努め必要に応じ対策を講じ

え等︒②教職員や保護者向け

におけるテレワークの実施状

ガイドラインを整備しさらに

況と今後の方針は︒

きと連携し︑取組を進める等︒ 検討進める等︒③ＩＣＴ支援

号線は区内一部区間で事業

ョップ等の開催を︒③アフタ

路は来年度着工予定︒②補助

ーコロナの美術館の方向性は︒

意思疎通に関する条例﹂の検

る︒②デジタル教科書の国の

討に着手︒令和３年度内に素

実証事業の成果と課題を検証

等の活用について他自治体に

保健所 ①一つ一つ課題を解

調査を実施︒引き続き検討︒

消し準備を進める︒②様々な

号線は今後

労の場創出のため労働者協同

反映は︒②安心して働ける就

するオンブズパーソン設置を︒

②子どもの人権を擁護し救済

問
●

が進行中︒補助

④図書館を地域の知識基盤と

都等と整備の進め方を協議︒

して活用を︒貸出しだけでは

案を示す考え︒ 福祉 ②本年

等︒③区立学校からの報告事

４月から発達障害児者の親の

例はない︒研修の実施や児童

①障害者のコミュニケー

広報媒体を活用し丁寧な情報

する丁寧な説明を︒②ヤング

に聞き悩みを受け止めながら

ケアラーに関する国の実態調

福祉 ①障害者計画懇談会等

組合の啓発︑設立への支援を︒ こども ①教員等が話を丁寧

費者講座等で周知・啓発等︒

査結果を把握し計画や事業に

援︒区は設置を考えていない︒

反映を︒③介護離職ゼロへの

◆介護施策について
①事業者の業務継続計画

充実等を次期計画に位置づけ

対応等︒②都が相談事業で支

区長 ①一人一人が自分に合
故の重大さを認識し︑脱原発

①避難場所として期待す

◆練馬城址公園について

ントに合わせ区も協力しオー

企画 ①都のパブリックコメ

明を︒②区民参画に尽力せよ︒

る区民に整備計画の丁寧な説

問
●

◆プラスチック削減について

①製品と容器包装プラス

る︒②区内での動向を注視︒

問
●

れ目のないサービス提供体制

環境 分散型エネルギーの普

を構築等︒ 高齢施策 高齢者
の駐車場所のさらなる整備を︒ ◆個人情報保護について
各自治体の個人情報保護
条例を国基準に統一する法改

問
●

人権に配慮し
一人ひとりに寄り添った区政を

及拡大に努めている︒

のエネルギー施策へと転換を︒ ったサービスを選択できる切

取組や制度を次期計画に示せ︒ で把握︒就労定着支援事業の

定を見直し内容拡充を︒②災

問
●

ールの啓発と警察に働きかけ

東京電力福島第一原発事

害時協力農地リストの可視化
を︒③一般緊急輸送道路沿道

建築物の耐震化促進は丁寧に︒ 策定状況の把握と策定支援を︒ 取り組めるよう支援等︒

①生活困窮者支援体制の

強化を︒②増加する自殺への

問
●

技監 ③個別訪問を重ね必要

①バイク運転者へ交通安

性や助成制度を丁寧に説明等︒ 副区長 ①本年３月に策定状

取締り強化を︒③電動自転車

問
●

◆交通安全対策について

都市農業 ①拡充予定︒②区

②ＰＣＲ検査経費補助事業の

対策強化を︒③コロナ禍でも

区長 ①生活サポートセンタ

況を調査︒国や都と連携して

着実にＳＤＧｓ の取組推進を︒ ホームページの活用等も検討︒ 継続を︒③事業者と求職者の
ーの相談体制強化等︒企画 ②

◆ネットトラブル防止対策

マッチングによる人材確保を︒ 全の啓発を︒②自転車利用ル

自殺予防対策の手引を作成し
窓口等に配布等︒③引き続き

土木 ①区ホームページで周

チックをまとめてリサイクル

知︒軽自動車税納税通知書を

する施策に率先して取り組め︒ ◆外環道について

少人数学級制度導入で
教育環境の充実を！

正は︑国の監視を強め地方自

保健指導専門員の訪問相談に

①健診や医療︑介護のデ

①調布市の陥没事故はト

③介護者同士が交流する活動

的行動につながるよう啓発等︒ 技監 ①区は事業者に原因の

を注視︒②各種講座等で具体

を侵害する大深度法は廃止を︒

等の支援策を位置づける等︒

めよ︒②所有権や基本的人権

問
●

Ｏ等が広く関わっていく考え︒

園の管理運営等に個人やＮＰ

プンハウス開催等︒②都は公
治を否定するものではないか︒

当たり個人情報の取扱いにつ

圭子

活用した啓発等も検討︒②チ

総務 全国的な共通ルールを

きみがき
ラシ等で周知啓発︒引き続き

規定し国や地方公共団体等が
③練馬福祉人材育成・研修セ

生活者ネットワーク
要請︒③今後も確保に努める︒

②区民に周知し協力得るため

はるお
事業者の取組を支援︒②国や

いて研修実施等︒②支援を第

宮崎

都と連携し必要な対応を行う︒ ◆少人数学級制度について

様々な課題に対応できるよう

練馬区議会公明党
①区民への情報提供や対
策等は︒②若年者が消費者と

問
●

あらゆる施策を通じ取り組む︒
◆脱炭素社会について
①全区立小中学校へ太陽

光発電設備と蓄電池設備の両

問
●
方設置を︒②区民に対し太陽
光発電設備と蓄電設備をセッ

にすることが目的︒法案の審
ンターを中心に確保策を強化︒ 教員の質の確保が重要︒所見

①導入による効果は︒②

リサイクルセンターと連携を︒ ンネル工事が原因︒中止を求
◆国保の保健事業について

問
●

８期計画に位置づけ引き続き
イトの周知を︒③区民の正し

問
●

議の動向を注視し適切に対応︒ 関係機関が連携して取り組む︒ 環境 ①引き続き国等の動向
いネット利用や誹謗中傷被害

導や学習活動等の充実を狙い

究明や再発防止策の実施等を

自らが相談できる環境整備を︒ い︒②必要に応じて国が検討︒

問
●

要請︒中止を求める考えはな

①コロナ禍での障がい者

の就労状況の把握と計画への

問
●

①虐待されている子ども

は︒③教室の確保を︒

環境 ①現在４校で設置︒今

導の受診率等向上を︒②特定

ータを利活用する高齢者みん
な健康プロジェクトについて

◆子どもの権利擁護について

◆高齢者福祉施策について

後もセットでの設置を原則に

トで補助し補助率も引上げを︒ しての様々な知識を学べるサ

問
●

◆コロナ禍におけるＳＤＧｓ

248

への取組について

一般質問︵要旨︶

提供に努める︒コールセンタ

◆福祉・障害者施策について

133

35

248

◆障がい児・者福祉施策

教育長 ①国はきめ細かな指
都市農業 ①消費者だよりで

者救済への体制構築を︒

①特定健診や特定保健指

整備を進める︒②セットでの

問
●

導入を補助条件とすることを

区民 ①郵便により勧奨等︒

保健指導の事後観察等充実を︒ としている︒②研修内容等の
充実を図る等︒③利用方法の

契約に関する注意点を分かり

見直し等で普通教室を確保等︒ は個人情報の収集や利用に関

6

②生活習慣の改善に継続して

やすく紹介等︒②区ホームペ
ージ等で周知︒③引き続き消

◆防災都市の役割について
①ＪＡ東京あおばとの協

検討中︒補助率は随時検討︒

問
●

◆脱原発のエネルギー施策

133

問
●

のデジタル化の推進を︒④区

問
●

﹁いのちと生活﹂を守る政治を

の命と健康を守り生活を支え

のできる丁寧な説明を︒

◆教育について

28

と協力を得るため︑より納得

問
●
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