障害者のＰＣＲ検査の効果を

通広場等の用地取得中等︒②
①国や都の危機的な財政

◆財政について

問
●

ノ宮駅間の進捗状況は︒③補

①美術館の再整備は︑図
書館やサンライフ練馬等を含

問
●

を要望︒起債を積極的に活用︒ めた検討を︒②再整備に合わ

せ︑企画展は様々な国やジャ

◆保育について

専念できる体制を整える︒

慮しながら検討︒④私立と同

③保育の必要性との均衡に配

向け︑整備の継続を︒②新た

③新たな作品の収集を検討︒

民営化は︑区内私立保育所の

仕組みを︒④高野台保育園の

す︒②新しい分野へ挑戦する︒ 般児童に優先して入所できる
◆高齢者対策について

小川

けいこ

強く︑そして優しい練馬・東京へ！

練馬区議会自由民主党

区長 ①多様なライフスタイ

◆都市農業について

コロナ禍における取組と

して︑直売所が少ない地域に

問
●

都市農業 時限的な取組とし

移動販売を実施してはどうか︒

て︑Ｊ Ａ東京あおば等と協議︒

◆大泉の観光施策について

メディアで取り上げられ

たコンテンツを特集した観光

問
●

都市農業 ねりま観光センタ

冊子やデジタル版の作成を︒

①マイクロチップ普及促

保健所 ①獣医師会と連携を

る区民が集える公園の整備を︒

公園整備として犬を飼ってい

進事業の継続を︒②特徴ある

問
●

◆動物対策について

理解が得られるような取組を︒ ーと連携し積極的に取り組む︒

教育長 来年４月に向け 人

図り普及促進に取り組む︒②

高齢施策 ①６月１日までに

の保育施設終了世帯の選考後

名に面接実施︒ 定員増の予定︒②２歳児まで

地域ニーズ等を踏まえ特色あ

る区の大綱に基づく施策を着

③介護に携わる家族が療養に

活用検討︒⑤どの相談窓口で

上の研修を検討︒④区報等の

和５年４月入所受付から実施︒ る大規模公園整備の中で検討︒

問
●

①保育所等への入所に当

◆ 医療的ケア児の支援について

実に実施︒②地域子ども家庭

②日頃の健康管理のアドバイ

スに加え感染症予防策も案内︒ に一般世帯の選考を行う︒令

名を訪問し

様の補助スキーム基本に協議︒

ンルにも視野を広げるべき︒

都が構造形式や施工方法等を

な優先選考方式の内容と導入

①自民党が提言した商品

券事業の増額とキャッシュレ
②不合理な税制改正による区

検討中等︒③都が用地取得中︒ 状況についての区の捉え方は︒ ③リニューアル記念として︑

時期は︒③医療的ケア児が一

問
●

④都に早期事業着手を要請︒

財政への影響と今後の動向は︒ 地域文化 ①公共施設等総合

上げるため工夫した点は︒施
ス事業の実施を︒②地場野菜

また税制改正に対する所見は︒ 管理計画実施計画で方向性示

①財政見通しは︒②ビジ

◆区長の基本姿勢について
設での検査は７月以降も継続
◆中村橋駅周辺のまちづくり

①待機児童ゼロの継続に

を︒⑦区内医療機関の支援を︒ 販売のマルシェ等の拡充を︒
について

でよりもはるかに大きくなる

問
●

ョン・アクションプラン等の

副区長 ①都事業を活用した

文化・芸術を中心とした駅周

の減収︒現時点で大規模な改

億円

技監 整備する施設と連携し

正の予定はない︒抜本的見直

辺全体のまちづくりの検討を︒ と懸念︒②単年度で約
たまちづくりについて今後も

地域の意見を聞きながら検討︒ しを引き続き国に強く求める︒
接遇研修や観光分野等で

◆雇用シェアについて

問
●

人事戦略 外部人材の活用分

民間との雇用シェアの活用を︒●
問 ①高齢者みんな健康プロ

①改築校を増やし少人数

◆教育環境の整備について
学級への早期対策を︒②改築

ル等に応じた社会的サービス

ジェクトの取組状況は︒②基

の財源確保に国や都の補助金

問
●

著名な作品の収蔵を︒

見直しへの考えは︒見直す際
区内の商店街支援策を積極的

みつぐ

①西武新宿線の立体化の

検討状況とまちづくりの進捗

問
●

公共施設の再編と改修で︑ 副区長 ①財政危機はこれま

全国を先導し希望する全区民

③コロナ後を見据え︑９月に

域の医師による訪問診療等を

小林

◆公共交通の整備について

況を踏まえながら支援︒

生活等支援の大型補正予算を︒ への接種を早期に実現したい︒ に検討︒ 都市農業 ②感染状

医師会と協議中等︒④１バイ

練馬区議会自由民主党

練馬区モデルによる
ワクチン接種の推進を

区長 ①ますます厳しくなる︒ 保健所 ②減少傾向だが引き
副区長 ②財政見通しを踏ま 続き厳重な警戒が必要︒③地
え優先順位を精査しスクラッ
プ・アンド・ビルドを徹底等︒
データ等を用いて課題と対応
の考え方を示す等︒③必要な
◆新型コロナウイルス感染症

予算を盛り込み施策を検討等︒
対策について

の提供により子育ての形を選

街道までの区間の進捗状況は︒ 等︒②引き続き国や都に拡充

助

◆文化・芸術について

の的確なアドバイスを︒③自

接種を促進︒⑤きめ細かい情

④目白通りから練馬城址公園

教育長 ①中長期的な視点に

の思いは︒②現在の感染状況
⑥綿棒での採取も可能なキッ

報発信に努める等︒高齢施策

までの区間の早期事業化を︒

一般質問︵要旨︶

宅で介護する家族への支援を︒ 択できる社会を実現したい︒

増額と区債の弾力的な発行を︒ 野や効果等について研究する︒ 礎疾患のある方にコロナ禍で

の分析は︒③自宅療養者が適
トを使用︒区独自検査の継続

円を支援し︑ 状況は︒②都立家政駅から鷺

切な医療を受けられる仕組み
を検討︒ 副区長 ⑦必要に応

アル当たり２千

を︒④自民党が提言した診療

手続中︒上石神井駅周辺で交

じ国等へさらなる支援を要望︒ 技監 ①都市計画決定に向け

①ワクチン接種への区長

所への支援の概要等は︒⑤ワ
◆産業経済対策について

問
●

クチン接種の詳細な情報を公

方法を検討︒②動向を注視︒

立ち必要な改築を行っていく

表していくべき︒⑥高齢者や
との連携で居場所や生活に困

る区の考えは︒②区営住宅入

難を抱える女性の支援拡充を︒ ③正確な情報発信のためホー

号線千川通りから新青梅

◆区長の基本姿勢について

ムページの充実等に取り組む︒

◆ヤングケアラーへの連携支

必要︒避難情報に関する法改

包括的支援連携推進事業で支

③看護師等の人材確保支援を︒

ケア行為の拡充を︒②医療的

④保健師が区立中学校等に出

居申請や緊急時の学校の迎え

も課題受け止め連携して支援︒ たり︑優先枠の設置と医療的

福祉 ①相談事を聞き住居確

④女性の就労支援の推進を︒

等の実態調査を︒③国の動向

支援センターが家庭復帰ケー

強化を︒②夜間接種会場の設

向き動画を活用した講座を実

ス等を訪問し再発防止支援等︒ ◆社会的孤立防止について

置を︒③保育所待機児童ゼロ

施等︒⑤医療機関や民間団体

教育長 ①優先入所できる仕

の連携で区独自の体制整備を︒ 組みを検討︒安全性を確保し

援の向上を︒②民間団体等と

ケア児の保護者への支援を︒

保給付金等を案内等︒②小中

知を︒③災害弱者の個別避難

①教員等へ研修を︒②個

③教育だより等により周知等︒●
問 ①関係機関等が連携する

学校の保健室に常備等︒総務

①被害軽減の対策強化が

の継続と保育の質の向上を︒

問
●

④高齢化の進展に伴い地域医

援について

総務 ①国や都等の状況を情

③事業者の意見等を聞き検討︒

預かりは実現の可能性を研究︒

ターで相談支援を実施︒一時

副区長 ①検討事例を共有等︒ ながら受入体制の整備を検討︒
福祉 ②こども発達支援セン

ヤングケアラーの
深刻な現状に的確な支援を

人情報に配慮し早期に実態把

問
●

を活用した経済活性化のため︑ ④ハローワーク実施の求職者

区長 ①﹁災害に強い安全な

計画作成を︒④各避難拠点で

まち練馬﹂を確立︒危機管理

の感染予防対策の検討状況は︒
◆教育について

理解増進法案の動向を注視等︒

報収集︒②都の調査結果を踏

万全なワクチン接種体制で
命と生活を守る！

まえ取組を検討︒③ＬＧＢＴ

区長 ①練馬区モデルにより
全国を先導し希望する全区民
への接種を早期に実現したい︒

あつし
①がん検診受診対象者の

的認知度向上を︒⑤実態に合

イルチェックを︒③人との交

②オンラインも活用したフレ

猫殺処分ゼロへの取組強化を︒

金の創設を︒④都と連携し犬

①区報等で理解の促進を︒ 団体へ支援を︒③動物愛護基

推進を︒②地域ボランティア

◆動物愛護について

②他自治体の事例参考に検討︒●
問 ①マイクロチップ装着の

星野

◆コロナフレイルについて

練馬区議会公明党

握を︒③高齢・障がいの介護

地域の訓練等様々な機会を通
じ周知︒②出水期前にチラシ

従事者へヤングケアラー支援

①不登校対策の区の今後
の取組は︒②不登校特例校設

を個別配付等︒③庁内で連携

問
●

して検討︒④改訂版運営マニ

うすい

置の考えは︒③起立性調節障

練馬区議会公明党

がいの周知と対応を︒④不登

アップを支援等︒ 副区長 ④

問
●

人定員増の予定︒

査後のフォローを︒②新たな

ュアルを運営連絡会で検討中︒ の研修を︒④区の広報で社会

健康 ②検討中︒ 教育長 ③

ケアプラン点検の効果は︒③

校経験者への実態調査ととも

来年４月に

介護従事者養成研修修了者と

った支援に向け相談窓口の開

②今後も参加者の声を聴き充

活用︒④動物愛護相談センタ

力︒③寄附を動物愛護事業に

福祉 ①ＳＮＳ等を通じ周知︒ 普及を促進︒②事業周知に協

①東京都子ども基本条例

福祉 ①理解促進し早期発見

実を検討︒③コロナ禍でも非

設やＳＮＳ等での相談体制を︒ 流を通じ認知機能悪化防止を︒ 保健所 ①獣医師会と連携し

に努める︒②区独自調査を検

への所見は︒②児童虐待防止

討︒③練馬福祉人材育成・研

対面で実施できる事業を検討︒ ー譲渡会情報を区民に提供等︒

ンの質の向上や給付の適正化︒ 室の充実を図る︒他自治体の

に関する条約の啓発を︒

修センターと連携し支援力向

問
●

※

事業所とのマッチング強化を︒ に教員への不登校対策調査を︒ ◆子どもの権利を守る施策に

◆がん対策について
ニーズに合った勧奨を︒②が

教育長 ①民間事業者との連

障害児保育巡回指導でスキル
医療連携・在宅医療サポート

ん探知犬のような新しいがん

携を深める等︒②適応指導教

問
●

センター開設等︒⑤都事業を

福祉 ①必要に応じ改善方法
④子どもたちへのがん教育の

ついて

活用した商店街支援策を検討︒ 検診方法の注視を︒③がん検
①コロナ禍で困窮する女

◆ コロナ禍の女性支援について

問
●

員の理解促進に努める︒④教

教育長 ①同様の目標を掲げ

対策の強化を︒③児童の権利
員からのヒアリングを検討︒

③就職相談会の情報を提供等︒ 事例等を研究︒③研修等で教
できる支援センターの設置を︒ ◆ＬＧＢＴＱについて

性へのきめ細かな相談体制を︒ 充実を︒⑤患者や家族が相談
②小中学校の女子トイレに生

①社会認識の変化に対す

健康 ①効果的な受診勧奨の

問
●
理用品の配備を︒③民間団体

コロナフレイル⁝高齢者が︑コロナ禍における外出自粛等により︑体を動かしたり︑人と交流する機会が少なくなることで︑心身や社会的な側面の活力が低下し︑
生活機能障害︑要介護状態に陥りやすくなる状態︒
※

370

370

査結果の正しい理解の促進を︒ の助言等を実施︒②ケアプラ

民男

キャッシュレス事業の実施を︒ 支援訓練等をえーるで紹介等︒●
問 ①介護事業者への指導検

◆介護保険制度について

との協働による設置を目指す︒ を注視し具体的施策の検討を︒ 正の周知を︒②垂直避難の周

①ワクチン接種体制等の

140

③ＮＰＯ等と連携し支援等︒

問
●

26

133

療体制の整備を︒⑤デジタル

◆災害対策について

35

500

問
●

は区民に分かりやすく説明を︒ 区長 ①練馬区モデルにより

問
●
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きかける︒④児童の人権への

じて使用︒活用が進むよう働
区でも今こそ導入を︒

企画 ①検討︒②１千 件の

果を示すべき︒区の考えは︒

て経費や環境負荷に対する効

③ペーパーレスの効果につい

保健所 ①区独自支援や予約

職域接種を進める考えは︒

か︒④区内３大学と連携した

どのような接種方式となるの

ｓ のゴールと各事業との関連

策を通し取り組む︒④ＳＤＧ

ビジョンを中心にあらゆる施

らかにする︒ 企画 ③第２次

⑤強制ではないことを伝えた
の更新に伴う対応について

◆国の多文化共生推進プラン

が発行できるように国に要請

を活用すべき︒③減収補填債

のうち ％で押印不要とした︒ 表等で予約の環境を整備︒②

押印を廃止し全手続２千 件

枠に空きがある診療所名の公

◆障害者の意思疎通について

性の整理や周知方法等を検討︒

①コロナ禍での歳入の見

促進を︒④水泳授業における
通しは︒②財政運営を持続可

◆財政について

男女同室での着替え解消のた
能とするために積極的に起債

⑤中学校での標準服の購入・
上で丁寧な説明等適切に対応

問
●

◆コロナ禍における子育て環

総務 法案の動向や都が今年

着用が義務でないことを保護

国等の規定によるものは見直

③検討中︒④相談に応じ協力︒ 当事者や関係団体の意見等を

区独自対応のため適応不可︒

井上

●
問

①待機児童ゼロ達成の分

◆ 保育所待機児童対策について

グ等での意見等を踏まえ検討︒

現を目指す︒②団体ヒアリン

段の充実により共生社会の実

多様なコミュニケーション手

福祉 ①個々の特性に応じた

どのように反映させるのか︒

①条例制定の理由は︒②

し後速やかに廃止︒③用紙購

はるかに上回る減収の見込み︒ 入費節減や環境負荷の低減等︒ ◆アクションプランについて

区長 ①リーマンショックを
持続可能な財政運営を堅持等︒

を︒④今後の基金の推移は︒

②在留資格のない外国籍住民

企画 ②金利の動向等に配慮

化共生基本方針の見直しを︒
にもワクチン接種を︒

し︑有効に活用︒③特別区長

練馬区議会未来会議・
都民ファーストの会・国民民主党

①これまでの計画の評価

は︒②コロナ禍の次期計画策

●
問

教育長 ①前川区長就任以来

③今後の保育需要の見通しは︒

析と今後の取組は︒②保育の

解は︒④区民の理解と参加と

質の向上についての考えは︒

定の考え方は︒③ビジョンと

協働につながるよう啓発を︒

域格差解消のため︑予約でき

受入れの増員要請と空き状況

ない地域の周辺診療所に対し︑ ＳＤＧｓ の関わりについて見

等の情報提供を︒②区内在住

順位を精査し具体的取組を明

た︒②財政見通し踏まえ優先

勤の教員等に対しても接種を︒ 心にインフラ整備を進めてき

②団体の特徴を生かした普及

援等︒③１歳児中心に増加等︒

巡回指導でスキルアップを支

人増の予定︒②障害児保育

件の押印廃止し全手

を踏まえ︑個人情報の適正な

副区長 ますます厳しくなる︒

を重点的・機動的に実施する︒

区長 ①将来につながる施策

①地域福祉計画に基づく

◆成年後見制度について

問
●

問
●

①これまでの取組と整備

ちづくりへの区の関わり方は︒

企画 ①地元自治体の意向を

踏まえまとめられたもの︒②

区等への情報提供と意見聴取

の実施を求めていく︒建設工

事は順調と聞いている︒③西

武鉄道や都等と協議を進める︒

③高齢者の権利擁護に関する

体的なまちづくりを︒

の検討状況は︒②駅周辺の一

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 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 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 環境：環境部長
教育振興：教育振興部長 こども：こども家庭部長 選挙管理：選挙管理委員会事務局長

区中８区で導入済み︒練馬

境について
立させる方策を引き続き検討︒ 度実施する調査結果を注視︒

め学校への指導と施設整備を︒ 配慮等と安全管理の徹底を両

おひさまぴよぴよの実施場所
者へ丁寧に説明を︒⑥学校図

①外遊び型子育てひろば

や日時等の拡充を︒②一時預
するよう各校に指示︒⑥学校

●
問
かりの場所の拡充を︒
図書館のさらなる機能強化に

地域文化 ①令和元年度にア

会等を通じ国に強く働きかけ

ワクチン接種体制の充実︑
情報の見える化を

ンケート調査を実施︒国のプ

る︒④この状況が長く続けば︑

①デジタル化による業務

見直しの考えは︒②押印廃止

％︒区独自の明確な目標を︒ 備された︒情報化基本計画の

人定員増︒来年４月に

歳からとなった︒

③ファイザー製ワクチンの対

・啓発を検討等︒③社会福祉

象年齢が

床整備等︒③医

便性を区報で周知等︒ 企画
②１千

協議会と協議︒④地域でのセ

対応病床を

進める︒②計画どおり︒陰圧

７千

副区長 ① の戦略計画を中

一般質問︵要旨︶

の施策等を踏まえ取組を検討︒ の進捗状況と今後の計画は︒

だけでなく区外在住で区内在

効率化について関係法令が整

問
●

勇一郎

保健所 ②接種希望の申し出

ランも参考に支援を研究等︒

の児童生徒への対応は各校の

問
●

書館管理員の勤務時間の見直
①練馬区国際交流・多文

区長 ①コロナ禍では保護者

問
●

と子どもたちの安全が最優先︒ しを︒委託を中止し直接雇用

多様性が尊重され
誰も排除されない練馬を！

向け検討中︒ こども ⑦ＰＴ

感染の動向を見極めながら事
業運営に努める︒ こども 民
間子育て団体との協働による
外遊び事業とも連携︒②他の

岩瀬
◆温室効果ガス

あった際の手続を国に確認中︒ いずれ底をつく可能性もある︒ ◆ 新型コロナワクチンについて

インクルーシブな練馬をめざす会

活動のしおりの内容周知に取

Ａ連合協議会と連携しＰＴＡ

教育振興 ①出退勤管理シス

内容に応じ工夫し個別に実施︒ 環境 国のロードマップや都

ＰＴＡが教育的配慮から活動

①ワクチン接種能力の地

り︑加入しなくても子どもが

テムを導入予定︒勤務実態を
◆ＬＧＢＴ理解増進法案の議

問
●

不利益を被ることがないよう

残業時間の目標見直しと適正
正確に把握する等働き方改革
論に伴うパートナーシップ制

区の削減目標はいまだに

な残業代の支払いを︒②練馬
を推進︒②引き続き方針に基

◆業務効率化について

員の働き方改革︑ＰＴＡのあ

％削減目標

り方について

を受けた区の対応について

区立中学校部活動のあり方に
づく活動となるよう助言︒配
度の導入について

問
●

関する方針について︑研修実
置校の検証を確実に行い段階

化する等支援を︒③ケア労働

①教員の過重労働は問題︒ 団体への丁寧な周知と説明を︒ り組む︒会員ではない保護者

施と進捗の把握︑部活動指導
的に拡充︒③各校で場面に応

は重要な仕事として評価や処

パートナーシップ制度は

員の増員を︒③男女混合名簿

視︒必要に応じ国や都に支援

問
●

は入学式だけでなく︑活用の

を要望︒ 企画 ④ＩＯＣに対

①高齢者等施設での週１

◆コロナ対策について

問
●

ミナー開催等で周知を進める︒

に提供するものと介護保険と

を活用し適用手続を順次拡大︒ ④通所・訪問看護等を複合的

①順天堂練馬病院ととも

◆地域医療について

問
●

取扱い等の取組を進める︒②

持続可能な財政運営を堅持︒

築の進捗状況と強化される感

の見通しと財政運営の基本的

師会と検討し在宅医療提供体

遇を高める政治を︒④私立保

ロール権を保障する仕組みが

制の充実を図る︒ 高齢施策

育園で保育士の賃金と公定価

必要︒区の見解は︒②地方分

計画の評価は︒②都の公園整

件のうち ％で押印

応するのは国と都︒⑤国に求

格に差がある場合は改善を求

備の進め方とスタジオツアー

続２千

回のＰＣＲ検査は継続し対象
める考えはない︒ 産業経済

め委託費の流用や積立て等弾

障害福祉の通所サービスを一

不要とした︒国等のサービス

⑥国・都・区では既に支援等

体的に提供するもの︒⑤地域

◆区財政について

施設を増やせ︒②濃厚接触の
を行っており︑求める等の考

な考えは︒②基金活用につい

に区内三次救急の実現への取

自治体独自のサービスは機能

②活用法を検討︒③時機を逸

区政に独立自尊の精神を
の改変や追加が可能︒自治体

することなく区民や事業者を

福沢 剛
の施策を制限するものではな

練馬区議会自由民主党

い︒反対する考えはない︒

◆練馬城址公園について

定義を広げ大幅な検査数増を

えはない︒⑦行う考えはない︒ 力運用できる仕組みをなくせ︒ 権を進める立場から自治体の

ての考えは︒③補正予算等に

①今後の区の歳入・歳出

国や都に求めよ︒③区内医療

独自施策を抑制するデジタル

包括ケアシステム確立に寄与︒ 施設の進捗状況は︒③周辺ま

問
●

機関や診療所の状況を調べ︑

高齢施策 ①介護報酬は９月

組を︒②練馬光が丘病院の改

コロナを理由にした高齢

減収補填等の支援を検討せよ︒ ◆補助給付的事業について

よる区内産業支援と地域経済

問
●

今夏の五輪は中止し︑
コロナ対策に全集中を
日本共産党練馬区議団

豊

活性化の施策を︒区の考えは︒

④医療体制がさらに逼迫する
五輪開催は中止を求めよ︒⑤
国民健康保険料等のコロナ禍
の減免は一昨年度との比較を
可能とする等改善を国に求め
よ︒⑥事業者への家賃等の援

特例が定められた︒減収への
おむつ支給等の縮小は撤回を︒ さらなる支援は国の責任︒引

助を国に求め︑区でも支援を︒ 者いきいき健康券や高齢者紙

①再開発ビルへの庁舎機

◆石神井庁舎について

問
●

支援やサービスの拡充を︒④

陥没事故により地上部に

④看護小規模多機能型居宅介

問
●

交付状況および普及促進に向

護事業所と共生型デイサービ

ながら暮らせる環境づくりを︒ 法人との連携が必要︒所見を︒ 能の一部移転について︑現在
けた取組は︒②区の押印等の

①マイナンバーカードの

見直しの状況と行政手続のオ

等を検討中︒②建物・敷地の

高齢者に終末期準備の啓発を︒ 企画 ①移転機能や必要面積

のほかパンフレットの発行等︒ 有効活用に向け検討を進める︒

福祉 ①説明会や講演会実施

院跡の複合施設の意義は︒

技監 事業者に対し安全・安
力等の促進のため必要な制度︒ 心に万全を期して︑着実に事

ンライン化への取組は︒

増え続ける外環道は中止を︒
区も補填を︒②煩雑な介護職

副区長 ①関係機関と協議を

用は使途の範囲や制限が国か

②検査拡充を求める考えはな

業を進めていくよう求める︒
◆デジタル関連法について

区民 ①交付率は約 ％︒利

スの違いは︒⑤練馬光が丘病

問
●

現在の取組状況は︒②制度の

き続き国等に要望︒②事業所

迷惑はかけないとした大深度

染症対策は︒③地域包括ケア
向けセミナー等を実施︒③国

システムの確立に向けて自宅

に区も３万円の上乗せ助成を︒ 企画 全ての事業を必要性・

に処遇改善の取組を進めるこ

支援できるよう検討︒
緊急性の観点から見直した︒

◆外環道について
撤回する考えはない︒

利用促進を図るためにＮＰＯ

区長 ①コロナ対策の切り札

法の前提は崩れた︒事業費が

で医療・介護サービスを受け

！
◆デジタル社会について

はワクチン︒練馬区モデルに

とを要望︒ こども ④弾力運
①国に介護報酬の引上げ

◆ケア労働の問題について

問
●

より希望する全区民への接種

⑦事業者への国の一時支援金

有馬

企画 ①国のガイドライン等

①個人情報の自己コント

159
関連法に反対せよ︒

370

◆学校での子どもの権利︑教

800

末まで基本報酬に上乗せする

問
●

21

ひろばへの拡大を働きかける︒

85

12

800 483

問
●

46

への処遇改善加算手続を簡素

続︒区独自検査継続を検討等︒ と事業所への減収補填を求め︑ ら明確に示されており経営努

を早期に実現︒ 健康 都で継

85

13

たけし

を︒⑦ＰＴＡは任意加入であ

483

23

26

い︒③引き続き経営状況を注

35
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事業者への支援を︒③地域包

②ＰＣＲ検査で陽性者が出た

校に注意喚起︒②防止体制を

適時適切な対応を行うよう学

康と安全の確保を最優先とし

教育振興 ①子どもたちの健

進のための取組状況は︒②障

策が求められている︒就労促

マッチング︑就労定着支援を

れる︒求人開拓や事業所との

④今後も申請の増加が見込ま

Ｏ補佐官として配置等︒福祉

める︒国の動向注視し来年度

握︒②区独自に開催準備を進

定︒既存施設の運営状況も把

を実施し今後の保育需要を算

生徒に対し学校はどのように

に変化する時代を生きる児童

できる︒取組状況は︒③急激

より高度な教育の展開を期待

タル化施策実現のため区職員

に最大限配慮した対応を行う︒ い職場環境の整備を︒③デジ

構築︒関係機関と連携し人権

のサポート体制が重要︒人材

がいのある区職員が働きやす

◆保育政策について

行う就労サポーターを増員等︒ 実施を目指す︒③現場の意見

その心構えを促しているのか︒

①高齢者が働きやすい施

④自宅療養者の急変時の対応
括支援センター等と連携しヤ

◆区長の基本姿勢について

策は︒⑤感染症による後遺症
ングケアラーの支援を︒

高齢施策 ①分かりやすい資
◆コロナ禍での投票する権利

問
●

①長引くコロナ禍による

◆ 経済と財政の見通しについて

区長 ①７月中旬には高齢者

やメンタル面の支援を︒

料を作成し事業者に研修を行
について

問
●

経済の動向と税収入への影響
％への２回目の接種終了の
う等︒都補助制度の周知を図

の利用実態と見込みは︒自立

事業等を実施︒円滑な接続に

続期プログラムに基づき交流

の全校集会実施等︒必要に応

タル教材配信やオンラインで

困窮に寄り添い︑
ともに乗り越える区政を

ふくし蒼風会

野沢 なな

効果等を研究等︒③これから

様々な教材を活用した授業の

応じたきめ細かな学びを推進︒

徒への学習支援等一人一人に

学級での活用や不登校児童生

ズを把握した施設整備が必要︒ 資する実践的な研修を充実等︒ じ追加導入検討︒②特別支援

評価するが︑今後も保育ニー

教育振興 ①家庭学習用デジ

見通し等︒ 保健所 予約受付
る︒②職員の相互派遣体制を

につながる就労支援の取組は︒

を取り入れ作成したねりま接

副区長 ①先行き不透明︒リ

活用し︑地域経済の活性化を︒
は順調︒集団接種会場でのキ

選挙管理 法案が成立した際

高齢施策 ①就業等を紹介す

①待機児童ゼロの達成を

ャンセル発生時は近隣の高齢

は速やかに区民に周知し郵便

るシニアセカンドキャリア応

問
●

ーマンショック上回る減収懸

の確保や育成の取組を︒④生

念︒ 産業経済 ②積極的に活
自宅療養者等の投票機会

◆コロナ禍における防災への

投票できるよう体制を整える︒

が守られるよう体制の構築を︒ 活困窮者への住居確保給付金

問
●

構築︒都の感染防止に係る費

白石

東京五輪など
イベントの感染対策は万全？
練馬区議会立憲民主党

けい子

用︒地域特性生かし施策展開︒ 者施設従事者に接種︒②区報
◆オリ・パラ開催について
ホストタウンとしての交

流事業やイベント︑パブリッ

問
●
クビューイング等は感染拡大

の体制強化が必要︒児童虐待

河川改修促進大会

回東京河川改修促

が書面により開催

第

進連盟総会および促進大

会は︑新型コロナウイル

日に書面により

ス感染拡大防止の観点か

ら６ 月

開催されました︒

河川改修促進大会は︑

東京都の河川改修事業を

早期に達成し︑地域住民

問
●

子ども家庭支援センター

化のため新たな係を設け︑保

護者への注意喚起等を実施等︒

定 例 会 の
開 催 予 定

次回の定例会は︑
９月 日︵金︶から
開催する予定です︒

※本会議︑各委員会の開

催日時や傍聴等について

は︑電話等でお問い合わ

せいただくか︑ホームペ

ることを目的として開催

れる生活環境の創設を図

い水と緑豊かな潤いあふ

ださい︒

は︑事前にお申し出く

手話通訳をご希望の方

聴覚に障害のある方で︑

ージでご確認ください︒

されています︒

にとって安全で水害のな

◆虐待対応について

の時代を自ら切り開いていく

トの活用状況は︒授業内容の

問 ①小中学校でのタブレッ
るため施設の安定的な運営を︒●

相談件数の増加にどのように

主体性を育てる教育を進める︒

充実のため周辺機器やソフト

◆学校教育におけるＩＣＴ利

用助成事業について情報提供︒ 備えについて

②保育士等の待遇改善を図る

の導入計画は︒②ＩＣＴ機器

活用の展望について

③どの相談窓口でも課題を受

進める︒ 人事戦略 ②練馬区

交付金の要件である都実施研

保育従事者の処遇改善や子ど

等で丁寧に周知︒③接種しや

職員障害者活躍推進計画を策

修の受講枠が不足している︒

◆介護保険制度改正と事業者

もたちの保育環境の向上を図

すい環境整備のため手続を進

確保にテントは有効︒防災教

定︒相談窓口の整備等に取り

キャンセルへの対応は︒②ワ

援事業を実施等︒多様な働き

地域文化 区のマニュアルに
け止め複合的な課題に対応で

組む等︒ 区政改革 ③豊富な

こども 面前ＤＶへの対応強

対応しているのか︒

方に対応した仕組みづくりを

よる感染予防対策を講じる︒

問診療等を医師会と協議中等︒ きるよう連携した支援を行う︒ 育としてキャンプの取組を︒

める︒④地域の医師による訪

危機管理 訓練や防災学習セ

を活用した学習は︑支援が必

感染防止とプライバシー

◆新型コロナウイルス感染症

ンターの事業を通じて区民一

要な児童生徒の教育ツールと

●
問

対策について
①運動時やこれからの季

区で早期実施を︒③これまで

脱指導を︒②教員の性暴力に

節におけるマスクの適切な着

問
●

⑤関係機関との連携を強化等︒ ◆教育と子育て支援について

の幼児教育から小学校教育へ

①ワクチンの接種状況と

知見を有する民間人材をＣＩ

①事業者に対し︑加算体

の１議案が提出され、原案どおり可決しました。

支援について

延長する。

問
●

区長から「練馬区特別区税条例の一部を改正する条例」

クチン神話を懸念︒引き続き

１パーセント軽減する臨時的措置に係る適用期限を９か月

感染防止対策の必要性の啓発

の規定を追加する。また、軽自動車税環境性能割の税率を

の能力や知的好奇心に応じた

の接続の内容と今後の取組は︒ なるだけでなく全ての子ども

率区分が見直されることに伴い、条例で引用している同法

こども ①今年度ニーズ調査

地方税法の一部改正により、軽自動車税環境性能割の税

対し子どもの気持ちを大切に

を支援︒②来年４月に向け

◇練馬区特別区税条例の一部を改正する条例

制の仕組みについての説明や

人定員増の予定︒待機児童数

ました。

を︒③職員のワクチン接種や

④子ども食堂の円滑な運営の

は国基準で算定︒③事業者独

阪府営泉佐野丘陵緑地の整備
手法を参考に住民参画を図れ︒
③住民の不安解消のため都に
有効避難場所や建屋等の災害
時の活用について説明させよ︒

企画 ①地元自治体の意向を
踏まえまとめられたもの︒再
検討を求める考えはない︒②
区として多様な主体との連携
飛行ルートを運用する理由は︒ ③引き続き避難場所として使
とに関係者間で協議し対応等︒

令和３年第一回臨時会は、３月31日に会期１日で開催し

副反応時の休暇制度の導入を︒ 研修︑ＩＣＴ導入等の支援を︒ した保護体制を︒

ため定期的に運営団体との連

自の賃金改善も可能となる等︒ は住民の声に耳を傾け関係者

一般質問︵要旨︶

絡会を開催等︒⑤４月から区

④民営化によりさらなるサー

①コロナ禍で生活困窮者
立施設等を通じて配布︒区立

ビスの充実や長期的な視点に

◆生活困窮者支援について
が増加︒一律の給付金支給や
小中学校では保健室に常備︒

問
●
住居確保給付金の拡充を国に
◆保育について

①住民やパイロットから

あゆみ

②時間稼ぎの検討会はやめ︑

◆汚染水海洋放出について
福島第一原発アルプス処

59

に再検討を提起すべき︒②大

求めよ︒②区独自の家賃助成

問
●

◆羽田新飛行ルートについて

立った雇用等に取り組める︒

と生活再建支援給付金の再開
①保育施設での網羅的な

ＰＣＲ検査実施と消毒業務専

問
●

任職員の加配を︒②認可園を

小松

誰一人取り残さない区政の実現を！
日本共産党練馬区議団

の解消を︒③委託費の弾力運

都心上空を避けるルートを検

問
●

理汚染水の海洋放出に区とし
て反対せよ︒

環境 国の責任で決定すべき︒
区として反対する考えはない︒

10

を︒③生活保護申請者の扶養
照会は本人の意向を尊重する
ことを明確に発信すべき︒④
フードドライブ事業への主体
的関わりや防災備蓄物資の活
用でフードバンクや子ども食
堂への支援拡充を︒⑤生理用
品の継続的配布や小中学校ト

用はやめ保育士が長く働ける

討するよう区として求めよ︒

を働きかけていく︒危機管理

区長 ①国が新たに行う生活

仕組みを︒④行政の負担と責

も危険との声が上がる羽田新

困窮者への支援金等について

任を減らすだけの区立園の民

名

円滑に実施できるよう準備を

環境 ①国は国際競争力の強

イレへの配備等支援の拡充を︒ 増設し保育所等非内定者

進める︒ 福祉 特別区長会等

営化はやめ区の直営に戻せ︒

化等の観点から必要としてい

①練馬城址公園整備計画

用できることを確認︒段階ご

を通じ既に国に要望︒②既に

こども ①保育施設に勤務す

問
●

◆としまえんについて

住宅確保要配慮者の負担軽減

先的に実施︒ガイドラインを

る︒②検討会の動きを注視︒

③国の扶養義務者の判断基準

策定し保育と感染防止の両立

28

370

を図る助成制度を設けている︒ る区民へのワクチン接種を優

505

を区ホームページで周知等︒

令和３年第一回臨時会を開催しました

問
●

人一人の自助の取組を推進︒

防止のため中止すべきでは︒

65

は︒②経済センサスデータを
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