から守るため︑防犯カメラの

環境の充実に取り組む︒③区

聞きながら検討する︒②通信

推進を毎回求めている︒鉄道

から保谷駅間の鉄道立体化の

着に向けた進捗は︒併せて︑

バス南大泉ルートの保谷駅接

南大泉で開催された農フ

設置を進めてきた︒その効果

◆協働の取組について

立体化の必要性を区としてど

効性や補助制度を周知する︒

生徒らにわいせつな行為をし︑ 防犯カメラの増設に向け︑有

問
●

内刑法犯認知件数が減少して

処分されるケースが全国的に

育におけるⅠＣＴの活用の方

おり︑犯罪抑止に効果がある︒ う捉えているのか︒②みどり

会等︑多くの方との協働で︑

技監 ①課題の抜本的解消に

増便等のサービス改善を︒

向性と必要となる環境整備は︒

は︒引き続き︑防犯カメラの

農の魅力を存分に味わえる取

④教職員に対し︑わいせつ・

態把握等︒②動向注視し接種

更なる増設を︒④教員が児童

な学びの機会の保障が一層重

セクハラ事故防止に関する研

ＩＣＴ活用し自宅療養者の状
ェスタは︑農業者や体験農園

①帰宅困難者対策として
利用者︑地域の飲食店・商店

◆災害対策について

地域医療 ③関係機関と協議︒ 現代こそ︑実体験を伴う豊か

機会を逃した方に適切に対応︒ ③デジタル化の進行が著しい

問
●
の具体的な取組は︒②都によ

①１年を振り返り区長の
る首都直下地震等の被害想定

◆区長の﹁思い﹂について
印象は︒②衆議院議員総選挙

問
●
結果に対する思いは︒③今後
要である︒教育長の所見は︒

増加している︒性犯罪被害の

②介護に関わる職員の人材育

①今後の高齢者の生活を

防止に向け︑取組の強化を︒

定を促進等︒②災害対策強化

問
●

区長 農業者や地域住民と交

組であった︒区長の感想は︒

４年間の区政に対する思いは︒ の見直しについて区の所見は︒ ◆介護保険について

の働き方改革等社会変化に対

見守り︑支えるための取組は︒ 教育長 ①デジタル化や教員

日本人の底力に改めて感慨を

④来年の区長選にぜひ出馬を︒ 危機管理 ①区立施設の備蓄
区長 ①短期間で感染者激減︒ 物資増量と受入民間施設の指

修を実施する︒採用段階から

通信環境の充実に取り組む︒

目指していくことこそが練馬

携して区民サービスの充実を

区道の拡幅用地取得に向け積

て都に働きかける︒②駅南側

る段階で︑次の実施区間とし

宿線の事業が円滑に進められ

は鉄道立体化が必要︒西武新

⑤児童生徒数の増加により教

③ＩＣＴ機器の活用促進と体

ならではの新しい自治の創造︒

まっすぐに︑誠実に︒
政策を実現！

わした言葉の一つ一つが心に

応するもの︒②実践事例集の

験活動の一層の充実を図る︒

第二小学校の早期の改築を︒

室確保等に課題を抱える大泉

する︒⑤各校の実情に応じ長

の厳格な対応を都に強く要望

◆障害者の就労支援について

いてバス事業者に働きかける︒

極的に取り組む︒増便等につ

⑥児童相談体制の充実に向け︑ 寿命化改修または改築の利点

自主生産品を販売する会場を

まさお
け︑乳幼児一時預かりの更な

増やす等︑認知度の向上に向

かしま

る拡充を︒また︑子育てスタ

と課題を具体的に比較し最適

練馬区議会自由民主党

所の設置は都区連携による児

な手法を検討する︒⑥養育支

問
●
①今年度中止や延期とな

設にコンサルタントを派遣し︑

る等︑適切な支援につなげる︒ いち﹂開催も検討︒ 福祉 施

①子育て支援の充実に向

◆子育て・教育施策について

童相談体制を大きく前進させ

一時保護所の需要増や介入に

問
●

の活用事例を紹介する講座を

応じない場合の警察との連携

都立の仮称練馬児童相談

開催等︒②研修カリキュラム

への適用を︒②学校の通信環

るものと考える︒区の見解は︒ ート応援券の民間一時預かり

副区長 図書館等での﹁ねり

けたより一層の工夫を︒

問
●

◆児童相談体制について

発行・活用や教員研修の充実︑ 残っている︒区民と行政が連

成の取組は︒

たかし

につながる︒都の計画を踏ま

前川燿男区長に問う︒
次期４年間の抱負を！
練馬区議会自由民主党

藤井

覚えた︒②日本の政治︑議会
制民主主義が大きく転換する
分水嶺に差しかかっているの
かもしれない︒③引き続き練
馬区モデルを進化させ区政を
更に発展させたい︒④来る区

を充実し︑介護と障害福祉の

援家庭訪問等により養育状況

長選挙に出馬する決意である︒ え区の地域防災計画を見直す︒ 副区長 ①見守りＩＣＴ機器
①新型コロナ感染症第５

◆区民の健康と医療について

共通課題への対応力を強化等︒ 教育長 区の積極的な取組を

の改善や育児負担の軽減を図

◆南大泉の交通課題について

障害者の工賃向上に向け︑

波の経験を生かした今後の対

強化等︑都と共に進めていけ

した︒大いに歓迎すべきもの︒ 善を︒③児童生徒を犯罪被害

教育長 ①一時預かりの拡充

問
●

に向け︑区西部地域に開設す

る︒利用者や事業者の意見を

ブロック塀の撤去や狭あい道

理解促進につなげるべき︒

には迅速な対応が必要︒氏名

な問題等を多くの人で共有し︑●
問 人命に関わる災害発生時

の障害者週間に合わせて身近

路の拡幅等の進捗状況と事業

①避難路に面する危険な

⑤地域の意見等を聞き検討︒

公表基準の整理を行うべき︒

問
●

◆認知症施策について

都や警察との平時からの整理

◆情報公開について

広告宣伝等の強化を支援する︒

一般質問︵要旨︶

①西武池袋線大泉学園駅

問
●

応策は︒②子宮頸がんワクチ

る部分は︒

問
●

った施設整備への対応を第一

境の脆弱性が課題︒早急に改

◆ 財政・予算の考え方について

に︑来年度は積極予算を︒②

都が更に前に進める方針を示

見は︒③三次救急医療体制の
①﹁令和の日本型学校教

◆教育について

副区長 ①改定アクションプ
巻き込んだ運動を展開すべき︒ 比してどのようなものと捉え

育﹂をこれまでの学校教育と

問
●

歳入確保に向け更なる取組を︒ ン接種の国の動きに対する所

企画 ②用地や建物は有償貸

ランの取組を最優先に編成等︒ 整備に向けて︑議会と区民を

①実効性ある環境基本計

◆地球温暖化対策について

問
●

副区長 ①事前の補足説明や

保健所等に設置し適切に対応︒ める︒④都に要望︒地域文化

付とする等区有財産等を活用︒ 保健所 ①保健所の体制強化︒ ているのか︒②今後の学校教
◆区長の基本姿勢について
①区長２期目の総括と今

後の抱負は︒②来年度予算編

問
●

支援者が同席しサポートを受

◆区長の基本姿勢について

促進に向けた取組は︒②燃え

③再発防止の支援を︒④オレ

広がらないまちの実現に向け

画を︒②事業者等との協働を︒●
問 ①共生と予防の取組を︒

区民 都や警察と連携を図り

や調整が必要︒所見は︒

③各部署でエネルギー削減を︒ ②もの忘れ検診の受診率向上

けられるよう配慮等︒②本庁

成の基本的考えは︒緊急対策

舎でのパネル展開催や障害に

は︒③財源確保は︒④ワクチ

技監 ①推進地区３地区の実
②大いに歓迎︒③地域子ども

長選に出馬する責務がある︒

ンジリボン運動の普及啓発を︒ ●
問 ①練馬区を次のステージ
教育長 ①昨年度は約 回等︒ に導くためにも区長は次期区

た取組を︒
を︒軽度認知障害の方の予防

算に都立の仮称練馬児童相談

コロナ禍︑未来へ責任のある
政策の実現を

①世界都市農業サミット

対する考えは︒③農福連携の

のレガシーは︒②農地保全に

問
●

◆都市農業について

ながら区における公表の考え

導入促進等の施策を盛り込む︒ を︒③認知症予防事業の取組

所の設置に係る予算が盛り込

ンターへの支援や連携強化を︒

窓口として障害者就労支援セ

◆児童生徒による応急訓練に

練馬区議会未来会議・
都民ファーストの会・国民民主党

件等︒沿道の個別訪問を実施

松田 亘

よる困り事等を伝える動画の

⑤改定アクションプランの高
※１

よる学校運営は︒②ＩＣＴ教

対する周知方法は︒③都の予
育の推進計画を︒③ＧＩＧＡ

まれた︒所見は︒

①家庭や地域との協働に

スクール構想実現に向け︑Ｄ

問
●

他自治体から転入した区民に

放映︑パンフレットの配布等︒ 方や手順の検討を進める︒

宮原 よしひこ

◆教育について

見解は︒②新型コロナの３回 績は危険なブロック塀等の撤
環境 ②アンケート調査を実 を︒④とうきょう認知症希望 家庭支援センターが家庭訪問
施等︒③推進体制強化を検討︒ 大使を活用し積極的な取組を︒ 等きめ細かな支援等︒④推進︒ 目のワクチン接種が始まった︒ 去 件︑狭あい道路の拡幅４

区長 ①練馬区モデルを進化
させ区政を更に発展させたい
等︒ 副区長 ②改定アクショ
ンプランの取組を最優先︒改
めて優先順位を精査等︒③補

練馬区議会公明党
◆映像文化のまちづくり

都市農業 ①仮称全国都市農

請が必要︒区報や区ホームペ

い︒ 保健所 ②接種券発行申

◆障害者の社会参加について

３地区全域に対して指定予定︒ るＡＳＵＫＡモデルを参考に︑ の魅力の発信や共有等につな

業フェスティバルが都市農業

教育長 ①区ならではの連携

さいたま市で実施してい

ついて
②特定健診等と実施期間を合

方法を研究等︒②教育振興基

問
●

等︒②東京都建築安全条例に
わせる等︒③年間を通じ区立

基づく新たな防火規制区域を
城址公園交流ゾーンを区のア

施設で実施等︒④協力をいた

がるイベントとなるよう準備

ピールの場に︒③豊島園地域

都が更に前に進める方針を示

知的障害のある方が参加して

度開催︒ＡＳＵＫＡモデルは

対象に応急救護研修会を毎年

教育長 全小中学校の教員を

課と連携し練馬ならではの農

福祉 ③センターや都市農業

地の貸借制度を活用し推進等︒

返し行い事故発生時の備えを︒ を進める︒②引き続き生産緑

した︒大いに歓迎すべきもの︒ いる︒どのような合理的配慮

に関する条例の検討部会には

教育現場でも応急訓練を繰り

と連携したまちづくりを︒④

①今後の対策は︒②３回

目のワクチン接種の体制は︒

問
●

ージで周知等︒ 教育長 ③区
④研究︒校内研修を継続的に

①仮称障害者の意思疎通

本計画素案で具体的な取組を

実施︒⑤幅広いＩＣＴの活用

福連携の推進に取り組む等︒

を提供しているのか︒②

今後の研修等の参考にする︒

◆防災まちづくりについて

月

問
●
示す︒③専門家の助言を活用︒ が積極的に進めてきた取組を
①虐待対応拠点の都区連
一体のまちづくりに取り組む︒ 携の実績は︒②都立の仮称練

健康 ①保健所の体制強化等︒ 副区長 ①ソフト・ハードが
②集団接種会場を拡大等︒③

企画 ②都と協議︒③協議進

馬児童相談所設置への所見は︒ を見据え︑充実に取り組む︒
都と連携し引き続き運営︒④

問
●

③酸素ステーションは継続を︒ 豊島園﹁古城の塔﹂は保全を︒ だきながら啓発を進める等︒

区長 ①来る区長選挙に出馬
高齢施策 ①地域包括支援セ Ｘ人材の活用を︒④デジタル
ンターで相談に応じている等︒ 教科書の導入と教員の研修を︒ する決意︒引き続き来期も区
⑤学校の通信環境の強化を︒
政運営の重責を担っていきた

21

④コロナ後遺症の相談窓口を︒ ⑤美術館を核にまちづくりを︒ ◆児童虐待防止対策について

◆新型コロナ対策について

規事業盛り込む︒体制強化等︒●
問 ①今後の展望は︒②練馬

体等と連携し取り組む︒⑤新

助金確保等︒ 企画 ④経済団

万全なコロナ感染対策で
経済・生活の再生を

齢者施策は︒ＤＸの展開は︒

ン・検査パッケージの活用を︒ 区長 ①再生可能エネルギー

240

ＤＸ⁝﹁ Digital Transformation
︵デジタルトランスフォーメーション︶﹂の略︒デジタル技術の浸透が人々の生活をあらゆる面でよりよい方向に変化させ
ること︒
※1

12

区
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一般質問は、11月29日・30日・12月１日の３日間、11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10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。

健康 ①食育推進や健康課題
①数年で基金残高が底を

◆来年度予算編成について

問
●

能力が発揮できるよう努める︒ 育の質を向上させよ︒③谷原

の考えはない︒③女性職員の

入の義務化を周知し︑促進を︒ をあおっていないか︒②削減

産店の協力で家主にチラシを

者対象に既に実施等︒③不動

①性と生殖に関わる知識

区長 ①待機児童ゼロは民間

保育園の閉園は撤回を︒

事業者の努力なくしては成し

と権利意識を育てるため︑性

人件費の増額や宿舎借り上げ

補助等可能な限り取り組んで

②小中学校保健室で配布して

教育を国際的水準まで高めよ︒ 得なかった︒ こども 委託料

問
●

自治体の取組も参考にして保

技監 ①基金は建て替え費用

した紙おむつ支給等暮らしに

企画 ①基金の取崩しを続け

きた等︒②区内全保育施設を

①分野ごとのＣО

２

排出

◆地球温暖化対策について

に具体的計画案を議会に報告︒

研修を実施等︒③本定例会中

対象に専門知識習得等を図る

提出︒新たに行う考えはない︒ いる生理用品は全校で返却不

坂尻

まさゆき

要にせよ︒③学校の個室トイ

日本共産党練馬区議団

住まいの貧困打開と
女性が働きやすい社会を

ると今後数年で底をつく懸念︒ ◆女性の働き方について

◆住まいの支援について

◆性教育について

として積み立てている︒②住

関わる事業は復活し︑都市計

まい確保に苦慮している高齢

②自転車交通ルールの周知・

つく等︑区は過度に財政危機

啓発を︒③シェアサイクル事

①自転車損害賠償保険加

行事例を参考に環境づくりに

治体との相互乗り入れを︒

◆魅力ある図書館について

相互乗り入れの社会実験開始︒ は計画的に予算化し取り組む︒

③来年４月から区全域に拡大︒ は最優先︒都市インフラ整備

拡大等︒②警察と協力し周知︒ ②暮らしに密接に関わる事業

土木 ①ポスター掲示場所を

画道路や再開発事業を見直せ︒ 額等とするよう国等に意見を

努める︒ 教育長 ④考え方を
◆公共交通空白地域改善計画

参考に発達段階に応じて指導︒ 業の区全域への拡大と隣接自

配布等︒④実情に合った補助

問
●

◆自転車の安全利用について

き国に要望︒③引き続き支援︒ ョンケアの視点で健康教育を︒ 掲示板で異常を知らせる等︒

プレコンセプションケア⁝将来の妊娠を考えながら︑女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合うこと︒

◆ＤＸの推進について
①業務改革と人材育成は︒ 都市農業の共感等につながる
よう準備︒④国の動向を注視︒ に関する情報発信等︒②成人

問
●
◆ひきこもり・８０５０問題
①支援の成果と課題は︒

者本人への広域的な支援を︒
について

平野 まさひろ

デジタル化で︑
行政サービスの更なる向上を

副区長 ①各相談機関の連携

式でパンフレット配布︒③先

②マイナンバーカードの円滑

問
●

について

な交付と健康保険証機能の登
録への支援を︒③地域でのデ
ジタル活用に支援を︒④お悔

企画 ①紙等が前提の業務を

やみ専用窓口の円滑な運営を︒ ②家族支援の充実を︒③当事
見直す︒研修体制を構築︒②
交付場所の移転や増設等︒交
付コーナーで支援︒③実践事
例集を作成等︒④システムを
活用し申請書を一括で渡す等︒

練馬区議会公明党

対策推進計画を策定せよ︒②

状況等を調査し︑地球温暖化

遮熱性塗装への補助や区営住

問
●

教育振興 ①都配布の手引に

レにも生理用品を配備せよ︒

基づき︑保護者の理解等を得

①区職員の長時間労働是

正と男性の育休取得率を引き

問
●

億円の基金を活用し︑
区営住宅を建てる等︑公営住

上げよ︒②恒常的業務を行う

①

宅を増やせ︒②空き家の活用

宅の省エネルギー化等の推進

問
●

ージの導入を︒②利用者カー

等︑民間住宅の借り上げを行

を︒③みどりバスの増便や電

①全館にデジタルサイネ

ドとＩＣカードの連携を︒③

て実施する等︒②今後︑返却

問
●

再編の進捗は︒②再編ルート

不要とする︒③養護教諭が本

①みどりバス保谷ルート

上の安全対策とダイヤ増便を︒ 電子書籍の早期導入を︒④特

会計年度任用職員を正規職員

問
●

期的な視点での取組が必要︒

にせよ︒③働きやすい環境を

が強化され支援が迅速化︒長
②効果的な情報発信や講演の

え︒③創意工夫して︑セーフ

気バス車両等への転換推進を︒

①区長の思いと決意は︒

◆都市農業について
②貸借制度の活用支援と相続

ティーネット専用住宅を増や

人事戦略 ①過重労働職員へ

つくり︑女性の昇任を増やせ︒ 人から相談を受ける契機等に

問
●
税納税猶予制度の拡充を︒③
③みどりバスの利用促進・利

す取組を︒④入居者へ区独自

色あるイベントの開催を︒

実施等︒③都主催の支援推進

入自治体の事例等研究︒③図

増額と全区的イベント開催を︒ 会議を通じて都へ働きかける︒ 便性向上と防犯対策の取組を︒ 教育長 ①拡大を検討︒②導

地域発の農業イベントの予算

書館構想の中で検討︒④検討︒ の家賃補助を行え︒

※２

技監 ①バス停の設置場所を

等︑処遇の状況を示せ︒②他

④地域を巡るツアーを充実等︒

③事業者の動向を注視し検討︒

できない︒改修改築時に検討︒

による勧奨等実施︒②常勤化

②全小中学校で出欠やお知ら

※３

交付や利活用への支援は︒②

種体制の先進的な取組を︒②

問
●

①来年度以降のイベント

◆地域経済対策について

①検討状況と見通しは︒

◆道路施策について

る公園整備を都に働きかける︒

のオンライン化等に取り組む︒ に整備手法を検討︒②魅力あ

土木 ①大規模公園新設時等

②区内の都立公園にも活用を︒

問
●

キャッシュレス決済の導入を︒ せ等のオンラインでの共有を︒ ◆ＰＡＲＫ︲ＰＦＩの活用に

後遺症に苦しむ方への支援を︒ ◆子育て施策に係るⅠＣＴの

①入園申請時期の窓口状

①環状八号線横断地下通

路整備の安全な施工を︒②放

問
●

号線の氷川台駅前北側地

下通路整備の協議状況は︒③

射

開催への見解は︒②プレミア

し河川管理者との協議状況は︒

去予定の東中央橋の存置に関

進捗と事業の見通しは︒④撤

練馬区画街路第１号線工事の

況の変化は︒②ＬＩＮＥのサ

ム付商品券の販売状況と取扱

慎吾

ービスへの反応は︒③支援サ

たかはし

ービスは利用者目線で工夫を︒ 店舗数は︒③来年度もプレミ

練馬区議会自由民主党

ＩＣＴの活用で
更なる区民生活の向上を！

問
●

医療につなげる体制を整備等︒

①委託園の保育士の給与

③教員の校務のデジタル化を︒ ついて

いない等︒②削減効果が期待

なるため︑配備の考えはない︒ 環境 ①区独自調査は考えて

協議中︒②道交法に従い安全

◆ 保育園の委託民営化について

協議中︒③時刻表をホームペ

教育長 ①中学２年生に英語

問
●

ージに掲載等︒非常時に電光

区民 ①交付場所の移転やブ

４技能検定を導入等︒②引き

の産業医等による保健指導等

幅広い情報提供を︒③相談体

量に取り組む市民の力活用を︒

ースの増設等︒健康保険証機

実施︒休暇制度の周知や上司

制構築を︒④プレコンセプシ

区長 ①区民一人一人の行動

能の登録等支援︒②証明書発

性を確認し決定等︒事業者と

ジェンダー統計の実施を︒

が意味を持つ︒地域住民等様
①引き続き︑ワクチン接

①区の認識と取組は︒②

総務 区民意識意向調査にお

教育振興 ①知識の個人差等

を研究し︑出前講座の実施を︒ ◆ 新型コロナウイルスについて

問
●

区長 ①都市農業は区の誇り︒ ついて
次世代に引き継ぐことが重要
える農業者へ提案等︒引き続

いて性別︑地域別︑年代別の

々な主体との協働により脱炭

な責務︒ 都市農業 ②課題抱

◆区長の基本姿勢について

統計や過年度比較を行い区政

一般質問︵要旨︶

成立で︑区が特別注視区域を

運営の基礎資料としている等︒ 素を推進︒ 環境 令和４年度

に十分配慮すべきもの︒計画

重要土地等調査規制法の

抱えることがほぼ確実︒区長

に位置づける考えはない︒②

行手数料等への導入を計画等︒ 続き各校に要請等︒③会議等
版から盛り込む等︒②清掃事

伴走型支援の課題を共有

務所職員がごみの減量やリサ

問
●

として︑区民の権利を守る立
◆居住支援について

区長 ①集団接種会場の拡大

問
●

既に実施している︒引き続き

総務 憲法等の手続に従い成

取組が広がるよう働きかける︒ や開設日・時間帯の工夫等練

問
●

場に立った国への対応を︒

イクルの取組等の最新データ

活用について
や写真を使用して分かりやす

馬区モデルを更に進化させ実

し住宅施策に反映するため居

施︒ 保健所 ②相談窓口を設

住支援法人を居住支援協議会

フインターチェンジについて

◆デジタル化とＤＸ推進につ

置︒医療機関と連携し適切な
が緑豊かな環境をつくってい

いて

①沿線上の豊かな水資源
る︒工事の地下水への影響を

①ＤＸの推進や体制整備
は︒②議会におけるタブレッ

技監 ①周辺交通への影響を

に街が壊され疲弊していると

最小限に抑える等︒②横断施

地域に根づき普及啓発事業の

問
●

懸念︒見解は︒②陥没事故で

問
●

◆ 外環本線および青梅街道ハー

立︒意見を言う立場にない︒

環境・福祉・ジェンダー平等
施策の充実を
克子

◆ケアラー支援について
①子ども自身が﹁ヤング

ケアラーかもしれない﹂と気

問
●
づき︑相談できる窓口の設置
等︑具体的な支援策は︒②ケ

やない

のメンバーにすべき︒考えは︒ く説明等︒③区民ボランティ

インクルーシブな練馬をめざす会

福祉 ①学校や介護等の関係

アラー支援条例の制定を︒

技監 各法人は支援内容や得

アが各種講座を企画・開催等︒ 見通しが立たない計画のため

機関︑総合福祉事務所等どの

アム付商品券事業の支援を︒

③石神井川の橋梁下部工事を

設設置を強く訴えた等︒土木

④コロナによる自粛後の地域

企画 ①ＤＸ推進方針の策定

副区長 ①感染動向等を注視

の魅力再発見への取組は︒

り窓口の申込件数は大きく減

空き地を放置せず緑地整備を︒

少︒②大変便利等の声をいた

◆子ども施策について

だいた︒③仮称ねりま子育て

じ出席し意見をもらっている︒ 基幹的な役割を果たしている︒ 周辺住民は訴え防犯面も懸念︒ ト端末等活用への区の考えは︒ 教育長 ①ネット予約等によ
に向けた検討を進め全庁挙げ

◆環境学習について

て取り組む︒②通信環境整備

①次期教育振興基本計画

技監 ①特異な数値は発見さ

問
●

れていない等︒事業者に情報

①プラスチックによる海

にユネスコが提唱する包括的

問
●

支援アプリの開発に取り組む︒ し検討︒②予定の倍の申込み︒

複合的な課題に対応できるよ
定する考えはない︒改定アク

◆教育について

月に再開等︒令和９年度供

等課題を整理し検討する︒

店で利用

◆ 窓口サービスの向上について

用開始を目指す︒④新設橋工

①英語力向上への取組は︒ 可︒③商店街連合会と協議等︒ 事が進んだ段階で改めて協議︒

ほぼ完売︒約１千

提供を求める︒②本計画の早

問
●

期実現を求めている︒緑地等

①マイナンバーカードの

性教育を盛り込め︒②養護教

問
●

見直せ︒②子どもが自ら調査

同で性教育の教材や授業方法

の整備を交渉する考えはない︒

や実践活動に取り組む工夫を︒ 諭や助産師︑ＮＰＯ法人と共

う連携して支援︒②新たに制

相談窓口でも課題を受け止め︑ 意分野が異なるため必要に応

36

10

ションプラン等に位置づける︒ 洋汚染の記載がない副読本を
効率的・効果的な施策の

◆ジェンダーに関する施策

問
●

実施には客観的な統計が必要︒ ③出前授業等省エネやごみ減

300

ＰＡＲＫ︲ＰＦＩ⁝公募設置管理制度のこと︒都市公園において飲食店︑売店等の公園利用者の利便性の向上に資する公園施設の設置と︑設置した施設から
得られる収益を活用して︑その周辺の園路︑広場等の整備等を一体的に行う民間事業者を公募により選定する制度︒
※3

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
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 選挙管理：選挙管理委員会事務局長

※2

④ユニバーサル農園の取組を︒ ◆プレコンセプションケアに

37
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区 議 会 だ よ り

空間的・機能的な融合を図り︑ ◆災害対策について

問
●

①今後も子どもたちにア

フリーランス等個人事業

①行政ＤＸに必要なデジ

ーツを楽しめるよう体験会等

副区長 ①身近な場所でスポ

技監 ①都と積極的に協議を

園町駅周辺に創業支援拠点を︒

対する意気込みは︒②大泉学

①大江戸線延伸の実現に

に意欲のある区民が気軽に参

進め︑速やかに必要な手続に

問
●

◆大江戸線の延伸について

②国や都の動向を注視し研究︒

体制整備を図る︒ 産業経済

検討や︑専門技術員の増員等

人事戦略 ①外部人材登用の

アップ企業に積極的な支援を︒

人材等の活用を︒②スタート

タル人材の確保に向け︑副業

問
●

◆民間力の活用について

度の活用に引き続き取り組む︒

の周知とともに︑全庁的な制

主に対して︑区の業務の積極

の利用案内を掲示︒今後も外

区民に開かれた施設とする等︒

発信等を地域防災計画に規定︒ ③果樹あるファームで英語等

考えは︒②仮称練馬区障害者

①稲荷山公園整備計画に

問
●

について

◆みどりの保全・創出・活用

の意思疎通に関する条例の検
①災害時のトイレ対策の

員の空きが生じた︒よりきめ

の重要性を周知しつつ︑練馬

佐藤 力

・小竹向原駅にエレベーター

練馬区議会自由民主党

未来に誇れる練馬に！
伸ばそう練馬の力を！

問
●

全庁挙げて︑区民の視点に立

区獣医師会と更なる協力を︒

常用簡易トイレの配布を︒②

啓発に向け︑防災訓練等で非

問
●

細やかな対策を講じるべき︒

係る地権者に丁寧な対応を行

スリートと触れ合う機会の提

①１・２回目のワクチン

うとともに︑早期に整備スケ

供を︒②パラスポーツ大会や

◆新型コロナ対策について

高齢者等にとって２階以上の

ジュールの提示等を︒②保護

問
●

高齢施策 ①ガイドブックを

討状況と制定後の周知方法は︒ ◆デジタル化について

学校体育館に避難することは

樹木・保護樹林の所有者への

総務 小規模事業者登録制度

考えは︒②中学校部活動の地

大変︒対応を︒③災害発生時

的な発注を︒

域移行には︑地域団体や人材
をせず︑安定した職場環境を

の育成・確保が必要︒考えは︒ 区ホームページへ掲載し周知︒ 減等ができても︑人員削減等

の行方不明者や避難者等の情

国人向けに農の魅力を発信︒

接種ではネット予約ができな

医療機関と連携し医師による
につなげるべき︒考えは︒

区民向け認知症講座を実施等︒ 維持した上で区民福祉の向上

◆パラリンピックのレガシー

い等区民に不便が生じた︒改

こども ①保育所の整備を進
認知症専門病院の講演等を動

チームの誘致を︒③光が丘駅

について

善策は︒②自宅療養者対策は
めるとともに医療的ケア児の

支援の拡充を︒③都市農業の

ったサービスの向上やデジタ

⑤甚大な被害が想定される富

デジタル化により業務削

各医療機関の連携・確認が重
優先選考や２歳児までの保育

企画 ＤＸ推進方針を策定し︑ 報の取扱いは︒④ペット防災

ル化による業務の改革︑推進

士山噴火時の降灰への対策は︒

問
●

Ｔを活用した自宅療養者の健

要︒区の現状認識は︒③ＩＣ
画で配信︒②協議会からの意

区長 ①集団接種会場の拡大

人にやさしい施策を！
体制の整備に取り組む等︒

やエスカレーターの設置等︑

信太郎

更なる発展に向け︑インバウ

バリアフリー経路の拡充を︒

練馬区議会立憲民主党

配布や体験等一層の啓発を検

区長 ①みどりに関する活動

ンド需要の獲得への取組を︒

沢村

康状態把握の具体的な内容は︒ 施設を修了した３歳児の優先
や交通利便性の高い会場の追
加とともに開設日や時間帯の
工夫等︑練馬区モデルを更に

危機管理 ①防災訓練等での
討︒②要配慮者は１階教室を

石神井公園駅周辺のまち

◆まちづくりについて

的受入方式の導入に取り組む︒ 見書を踏まえ検討中︒区報等

利用︒③都等と連携し公表の

問
●

教育振興 ②先行自治体の情

進化させて実施︒ 保健所 短
時間で予約が完了できるよう

報収集等今後も研究を続ける︒ 連携しパンフレットを作成等︒ 地域住民へ更に継続的で真伨

加できる仕組みづくりを進め

を実施︒②大会等の開催時に

づくりについて︑商店街等︑

実績あるシステムに入れ替え

考え方等検討︒④講演会等で

は積極的に協力︒ 技監 ③利

に掲載のほか障害者団体等と

た︒②定期的な情報共有と意

周知啓発︒関係団体の協力で

る︒ 土木 オープンハウスを

な対応を︒考えは︒

美術館の再整備に関して︑ 技監 引き続き︑事業の進捗

３か所で開催︒地域の意見等

◆子ども子育て・教育施策

◆区立施設について

避難拠点の体制整備︒⑤降灰

着手するよう強く求めていく︒

問
●

に合わせて関係権利者等の意

用者数の推計等の調査結果を

①認知症対策について︑

見を聞きながら着実に進める︒ 時の情報収集や区民への情報

基に鉄道事業者に働きかける︒ ②駅周辺にふさわしい商業・

問
●
貫井図書館とのシームレスな

を聞き来年度実施計画を策定

見交換を行い︑事業を実施等︒ ◆高齢者・障がい者施策

オープンスペースの設置等︑

予定︒ 環境 ②所有者の意見

③ハーシスを活用し自宅療養
態や携わり方を知っていただ

者がスマホ等で簡単に報告等︒ より多くの区民に認知症の実
より魅力的なエリアとなるよ

や映像の活用等︑組織の枠を

サービス施設の立地を促進等︒

うな計画を︒考えは︒

希望園に入れない方がいる一

政治家が時候のあいさつ状を出すことは、答礼のための自筆によるもの

問
●

●時候のあいさつ状を出すことは禁止

◆ 多様な働き方の推進について

①待機児童対策について︑ くために認知症ガイドブック

ず法律で禁止されています。※

を聞きながら検討︒都市農業

ています。※

一般質問︵要旨︶

有権者が政治家に対して寄附を出すよう勧誘・要求することも禁止され

超え一層取り組む必要がある︒ 地域文化 美術館と図書館の

優先的なワクチン接種を︒②

●政治家に対する寄附の要求も禁止

人の定
③区ホームページに掲載等︒

産後の全戸訪問対策は︒③在

信

政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは時期や理由を問わ

方︑直近３年で１千

◆公共施設へのキャッシュレ

教育長 ①人的配置も含めた

短

●政治家からの寄附は禁止

①妊娠期における支援と

◆災害時の高齢者避難について

ス導入について

教育相談体制の強化を検討︒

政治家は贈らない 有権者は求めない

問
●

①避難行動要支援者名簿

宅子育て家庭への支援を︒④

②感染状況を注視し︑早期通

○会派役員の変更
月 日付で︑練

委員

※行事等の開催通知に会費の金額が明記されている場合は除きます。

未登録者の避難は︒②情報収

死産や流産でお子様を亡くさ

常運営に取り組む︒③校長会

令和３年

議員

︿就任﹀ 沢村信太郎

委員

を除き禁止されています。

問
●

の支払いに導入を︒②区立運

れた方への支援を︒

や研修を通じ周知啓発を図る︒

①各種窓口と子育て施設

を︒③土砂災害訓練の拡充と
動施設の支払いに導入を︒

健康 ①妊婦交流会をオンラ

◆若者の投票率向上の取組に

問
●

個別避難計画の作成を︒④高

区政改革 ①証明書発行手数

インで開催等︒接種体制を確

幹事長

議員

沢村信太郎
副幹事長 富田けんじ

議員

月 日付で︑次

︿辞任﹀ 白石けい子

の変更がありました︒

のとおり議会運営委員会委員

令和３年

○議会運営委員会委員の変更

幹事

白石けい子

おり役員を変更しました︒

馬区議会立憲民主党は次のと

11

集のためスマホ等の活用支援

齢者向け災害冊子の周知とマ

保︒②保健師等が電話等でも

①主権者教育の取組と若
見は︒②選挙管理委員会公式

者の投票率の低下について所

問
●

ついて

利用料に導入する計画︒②他

区長 ①円滑な避難には事前

宮崎

災害弱者の
避難体制の強化で命を守れ！
練馬区議会公明党

前投票所の拡充と共通投票所

ツイッターの充実を︒③期日
自治体の状況等を踏まえ検討︒ 確認︒③気軽に相談できる場

はるお

イタイムライン作成の啓発を︒ 料や乳幼児一時預かり事業の
の備えが肝要︒ 福祉 引き続
き名簿を周知し登録を勧奨等︒
②防災アプリを紹介等︒③他
区域でも実施︒優先度の高い
要支援者の計画を先行︒④介
護事業者を通じ周知等︒防災

の設置を︒④若い世代の意見
成し︑様々な相談先を周知等︒ を聞く仕組みづくりを︒

を充実︒④ホームページを作

※４

①区の考えは︒②難病ピ

の手引に折り込み全戸配布等︒ ◆ピアサポートについて

問
●

24

24

◆寄附文化の充実について

選挙管理 ①体験教室や出前
◆コロナ禍における児童生徒
ア相談の周知を︒③重層的支

授業等を実施︒年齢層に応じ

①寄附に対する考えは︒

援体制整備事業に位置づけを︒ 支援について

問
●

②寄附項目と決済方法の拡充

員会公式ツイッターをリツイ

啓発を工夫︒②都選挙管理委

保健所 ①不安や悩みの解消

①スクールソーシャルワ

を︒③活用事例の周知を︒

に効果等︒②チラシを配置等︒ ーカー等の増員を︒②児童の

問
●

副区長 ①応援する気持ちを

健康のため通常の学校運営を︒ ート等工夫︒③難しい︒先進
の工夫﹂の活用を︒ ーターにアンケートを実施等︒

的事例を研究等︒④啓発サポ

③﹁こどもが考えた気持ちを
楽にする

形にするための寄附を促進等︒ ③国等の動向を注視し検討︒
産・子育てについて

②新たな寄附メニューを検討︒ ◆コロナ禍における妊娠・出

総務 事業者に働きかける︒
※4

11

200

ピアサポート⁝障害や疾病のある人が︑自らの経験を生かしながら︑他の障害や疾病のある人を支援すること︒
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一般質問は、11月29日・30日・12月１日の３日間、11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10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。

