令和４年度予算に対する

④クラウドファンディングの
推進のため再度ポイント還元

⑤商店街のキャッシュレス化

ボンニュートラル達成に向け

農地の有効資源化を︒③カー

めまち全体で機運醸成を︒②

野記念庭園は商店会振興を含

子ども家庭支援センターとの

付商品券事業への補助増額を︒ 児童相談所の設置を歓迎︒区

た啓発強化を︒④プレミアム

連携を︒④谷原保育園に係る

けた取組を︒③仮称都立練馬

ト応援券の全区的な拡大に向

の再検討を︒②子育てスター

童クラブの障害児枠の考え方

討を︒︻こども家庭費︼①学

式典の会場は幅広く検討を︒

日のつどいは工夫して実施を︒ 練馬区障害者の意思疎通に関

自補助等の実施を︒⑥成人の

に平等な制度となるよう区独

に働きかけを︒全ての子ども

多いため他自治体と連携し都

歓迎するがスキームに課題が

校生等への医療費助成拡大は

する際は柔軟な対応を︒⑤高

する条例は関係団体へ丁寧な

ョートステイ拡充を︒⑤仮称

発を︒④障がい者の医療型シ

ラー研修の定期開催と周知啓

③介護従事者等へヤングケア

クチン接種は丁寧な説明を︒

報発信を︒②小児のコロナワ

ホームページ︑ＳＮＳ等で情

した相談体制を︒③ヤングケ

な実態把握と関係機関が連携

を︒②ヤングケアラーの正確

は都予算等も活用し早期設置

①小中学校体育館の空調設備

保険加入の推進を︒︻教育費︼

サイクル当日利用者の自転車

フリー化の推進を︒④タウン

上とトイレの洋式化やバリア

アラー啓発リーフレットを活

計画は丁寧な説明と対応を︒

説明を︒⑥介護予防・フレイ

用し教職員の研修を︒④全小

事業の実施を︒⑥仮称全国都

ル予防講座はオンライン操作

積極的な活用を︒⑤基金は目

各会派の意見表明・討論
令 和 ４年 度 一 般 会 計 ほ か ︑ ４特 別 会 計 予
都市農業の魅力発信と農地保

中学校で更なるオンライン教

執行と運賃・作業費の適正な
および４特別会計予算に賛成

令和４年度練馬区一般会計

会計︼①税や国保料のキャッ

険事業会計・後期高齢者医療

費・地域文化費・国民健康保

となるよう都に働きかけを︒

練馬病院が三次救急医療機関

た見学会の実施を︒⑨順天堂

新設診療科目の広報と工夫し

⑧練馬光が丘病院開院の際は

な確保を︒︻こども家庭費︼①

キャンプは外国人講師の確実

針策定を︒⑥イングリッシュ

の迅速な対応と的確な支援方

の強化を︒⑤医療的ケア児へ

ちてくてくサプリに新機能を︒ 育の実施と教員サポート体制

相談会等の実施を︒⑦ねりま

在園児が新設園へ転園を希望

⑥都市計画交付金の獲得のた

経済再生と医療体制の充実で未来を切り開く

と広報力の向上のためドロー

増額を︒︻保健福祉費・介護

億円の増

練馬区議会公明党︵

ンの活用を︒②公正な選挙の

保険会計︼①マイクロチップ

する︒昨年度比約

収の安定的かつ効率的な事業

啓発を︒③定型的な業務や作

装着義務化の周知啓発を︒②

人︶

標を見通し︑更なる積立てを︒ 市農業フェスティバルを通じ

除く全議員により︑予算特別委員会︵委員
全を︒⑦農地で行うイベント

算を審査するため︑今定例会初日に議長を
高口ようこ︶を設
め更なる努力を︒⑦更なる区

福沢剛︑副委員長

長
︻議会費・総務費︼①防災力

政改革の推進と委託民営化を︒ への助成の拡充を︒⑧ごみ回

置し︑ 日間にわたり慎重かつ厳正な審査
を行 い ま し た ︒
各会派から出された意見表明・討論の要
旨は ︑ 次 の と お り で す ︒
業は自動化を︒④デジタルサ

強化を評価する︒また︑保育

宅療養者の命を支える取組の

種の更なる加速化とともに自

ル﹂によるワクチン３回目接

治体を先導する﹁練馬区モデ

体制の充実として︑全国の自

感染拡大の防止と医療提供

ービスの充実と持続可能性の

不断の見直しを行い︑区民サ

果の検証や様々な視点からの

ら見直すとともに︑費用対効

て︑必要性・緊急性の観点か

今後もあらゆる事業につい

形成等︑区の将来の発展を見

わい創出のイベントを︒⑤石

を巡るコースへの変更とにぎ

こぶしハーフマラソンは名所

衛隊との密な連携を︒④練馬

ウムでの自衛隊広報活動は自

化の推進を︒③本庁舎アトリ

の支払いにもキャッシュレス

なる充実を︒②施設使用料等

適正化とともに収納対策の更

るための予算を高く評価する︒ 健康保険事業会計︼①医療費

据え︑不可欠な事業を推進す

神井松の風文化公園拡張用地

︻区民費・地域文化費・国民

なる啓発を︒⑥可搬型防犯カ

自助と災害対策の重要性の更

簡易トイレ啓発事業を評価︒

育成を︒⑤会派要望の災害用

ーの防災対策改修事業助成制

対応を︒⑥区でもエレベータ

整備区域内の地権者に丁寧な

を︒⑤稲荷山公園基本計画は

に説明するよう事業者に要請

再発防止策を地域住民に丁寧

を︒④外環本線の整備は事故

駅南側再開発事業の早期実現

た機運醸成を︒③石神井公園

江戸線延伸の早期実現に向け

イクルポートの設置を︒②大

する地域への機動的な対処を︒ 費︼①区立施設等にシェアサ

メラの設置等犯罪被害が多発

度の活用を︒︻教育費︼①ヤ

対応を︒︻都市整備費・土木

児へのワクチン接種は慎重な

ター開設に向け努力を︒④小

天堂練馬病院の救命救急セン

等を通じ丁寧な説明を︒③順

を活用し詳細な区政・区議会

︻議会費・総務費︼①ＳＮＳ

調整基金と施設整備基金の計

なるよう都へ要望を︒②財政

った財政調整交付金の配分と

画︼①特別区の行政需要に合

評価する︒︻都区財調・財政計

を占めており会派として高く

先に編成し予算全体の約７割

教育・福祉施策の向上を最優

掲げた施策を中心に子育て・

中で改定アクションプランに

のである︒厳しい財政状況の

や医療関連施策を充実するも

高齢者・障がい者福祉の推進

ィバルで参加都市と農福連携

④仮称全国都市農業フェステ

③プレミアム付商品券事業の

のデジタル化推進の支援を︒

実施を︒②中小企業・事業者

成支援の強化と西部地域でも

センターでの補助金申請書作

環境費︼①ビジネスサポート

診等の推進を︒︻産業経済費・

料負担抑制のため特定健診受

回遊性のある整備を︒⑤国保

や図書館等の一体的整備では

治会加入の支援を︒④美術館

を︒③集合住宅住民の町会自

等のキャッシュレス決済拡大

の向上を︒②公共施設使用料

シュレス決済を周知し収納率

朝鮮の拉致問題は国や都と連

まえた目標額の設定を︒②北

政規模や感染症等の影響を踏

行を︒①財調基金は現在の財

しを進め︑聖域なき改革の実

ュレスポイント事業の継続を︒ とし︑事務事業の不断の見直

備基金は新たな積立て目標を︒ 販売時期等の工夫とキャッシ

画的な積立てを︒医療環境整

環境基本計画に脱炭素社会に

の区内一時滞在施設の拡充を︒ 等のシンポジウム開催を︒⑤

情報の発信を︒②帰宅困難者

向けた取組を︒⑥牧野富太郎

携した取組を︒③学校も含め

念︒区民を守る予算を最優先

生活や中小企業への影響を懸

各特別会計予算に賛成︒区民

策を︒③公園遊具の利便性向

備工事は丁寧な説明と安全対

②環状８号線横断地下通路整

所を設置し相談体制整備を︒

続立体交差化計画は現地事務

駐車場会計︼①西武新宿線連

︻都市整備費・土木費・公共

続を評価︒脱却後の新支援策

の影響による事業者支援の継

が定着する取組を︒⑩コロナ

⑨日常生活で草花の購入文化

博士の連携イベントの取組を︒

都市農業フェスと牧野富太郎

寧な窓口対応を︒⑧仮称全国

中絶等を経験された遺族へ丁

促進を国に求めよ︒⑦流産・

カードと各種証明書の連動の

回収も一元化を︒⑥個人番号

の更なる効率化のため私債権

保育施設へＩＣＴの導入を︒

と柔軟・迅速な対応を︒③全

設置で虐待対応の更なる強化

う検討を︒②都児童相談所の

制限や一部負担が生じないよ

年度からの確実な実施と所得

高校生等医療費助成は令和５

令和４年度練馬区一般会計

光が丘駅周辺のバリアフリー

および各特別会計予算に賛成︒ 化やみどりのネットワークの

なる都市計画道路・生活幹線

億円は子育て・

所と学童クラブの待機児童対

確保に向けて︑改革を更に進

のスポーツ施設は早期開設を︒ ングケアラーは本人も自覚し

③地域別防災マップワークシ

博士生誕記念事業は朝ドラ放

た子育て施設等で性暴力被害
②年３校の学校改築を︒③区

でありうち

策の強化︑児童相談体制﹁練

練馬区議会自由民主党は︑

地域包括ケアシステムの確立︑ めることを強く要望する︒

馬区モデル﹂の進化︑高齢者

区民と思いを共にしながら着

づらいため関係者の注意深い

ョップは気象庁と連携し実施

映決定を機に全区的に機運醸

対策を︒④美観を損ねる政治

道路の整備︑西武新宿線連続

介護報酬改定は積極的な広報

特別養護老人ホームの整備や

実に施策を前に進めるよう︑

アプローチを︒②副反応等に

を︒④災害時情報システムの

成を︒︻保健福祉費・介護保険

立体交差化︑石神井公園駅南

ービスを支える人材の確保と

病床の確保等︑福祉の充実に

なお一層の努力を重ねていく︒ ⑥石神井プールの夏季以外の

ついて丁寧に理解を得て小児

有効活用に向け訓練実施を︒

の検討を︒⑪障害者の就労定

改革ねりまを推進し︑未来を見据えた区政を

取り組むほか︑大江戸線延伸

利活用を︒⑦美術館再整備は

へのワクチン接種の促進を︒

活動ポスターの無断貼りに厳

練馬区議会自由民主党︵

の早期事業化に向けた都との

︻都区財調・財政計画︼①世

地元関係者と連携し周辺施設

③丁寧な議論を行い早期に統

会計︼①濃厚接触者へ区報や

内事業者の支援と経済対策を︒ ︻産業経済費・環境費︼①牧

令和４年度練馬区一般会計︑ しい対応を︒⑤債権回収業務

練馬区議会未来会議・都民ファーストの会・国民民主党
︵６人︶

練馬区モデルを練馬区スタンダードへ

協議の加速化︑生活の基盤と

済への影響を見通した施策を︒ との一体的な整備を︒クラウ

界情勢の不安を背景とした経

ドファンディングの活用を︒

⑤東京都パートナーシップ宣

人︶

11
誓制度の理解促進を︒︻区民

87
合を含めた学校適正配置の検

15

口西地区市街地再開発事業︑

49

12
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区 議 会 だ よ り

へ家賃助成の上乗せ支援を︒

を︒⑫グループホーム利用者

利︑知る権利の保障に努めよ︒ こと等分かりやすい情報発信

稲荷山公園と大泉井頭公園の

工事の再開中止を求めよ︒⑯

自に値下げせよ︒⑮外環道は

⑭介護保険料と利用料を区独

の保育園での定期検査を区と

ども医療費無料化を︒㉓全て

を活用せよ︒㉒ 歳までの子

こども基本条例に基づく事業

廃園計画は撤回せよ︒㉑都の

やめよ︒⑳区立谷原保育園の

き︒③障害者の高齢化を支え

ふくし蒼風会︵１人︶

区民生活を取り戻すにぎわいのまちづくりを

コロナ禍の区民を支え︑更

り区民の生活を下支えする成

経済情勢は極めて不安定であ

進すべき︒⑤教育のデジタル

のある活発なまちづくりを推

き︒④道路を活用しにぎわい

なる支援策に備える予算編成︒ る共生型サービスを充実すべ

長戦略に積極的に取り組むべ

○

可決

後期高齢者医療

○

○

○

×

×

○

×

○

可決

公

○

○

○

○

○

○

○

○

可決

書館を直営に戻し︑司書の処

②区の女性管理職増加に向け

開発事業の組合設立に向けて︑ 大規模化計画は見直せ︒⑰み

⑬石神井公園駅南口西地区再

分に１便﹂運

化推進と同時に健康保全に努

×

撤回せよ︒⑫福祉タクシー券

取組を︒③最終的にいくらか

全ての関係権利者の合意形成

き︒①業務改革に伴い地域の

めるべき︒⑥目標意識の醸成

○

行を早期実現せよ︒⑱区立図

と評価の場を設けるべき︒⑦

×

ループホームでも必要に応じ

かるかも不明な練馬区立美術

に尽力すること︒⑭外環の２

デジタル実装を推進し区民の

保育所の公園利用に関し安全

×

を向けた区政への転換を︒①

館の再整備構想は見直しを︒

中間部のまちづくり協議会設

利便性と経済活動を支援すべ

で快適な整備に取り組むべき︒

○

育と農業の連携は農業者の仕

④練馬区国際交流・多文化共

立の前に広く住民の考えを聴

き︒②次世代型都市農業の充

○

コロナ禍後も見据えた区政推進を

実により環境問題に寄与すべ

○

練馬区議会立憲民主党︵３人︶

険

公

明

果

介

着に向けた生活・就労支援強

連携した取組を︒啓発活動は

生基本方針の改定を︒⑤外国

くこと︒⑮外環シールド工事

護事業者の相談機能の強化を︒

結

可決

遇を保障せよ︒⑲特別支援教

自主生産品の開発を︒⑬順天
ケアを受ける方へ配慮を︒㉒

籍住民も含めた住民投票条例

は住民の暮らしを守る対応を

⑧ヤングケアラーは全庁的な

○

の年齢制限の撤廃を︒⑬保健

堂練馬病院の三次救急指定に
隠れ教育費の負担の解消を︒

の導入検討を︒⑥協同労働や

事業者に求めよ︒⑯来年度の
各予算議案に賛成︒中長期

取組で支援を︒⑨保育所に紙

×

民

会

蒼

○

自

風

オ ン ブ ズ

×

外部サービスを利用できるこ

向け都に要請を︒⑭狂犬病予
㉓保護者に寄り添った就学相

労働者協同組合法の啓発事業

都立高校入試への英語スピー

的な観点で財政の継続性を考

おむつ定額サービスの導入を︒

立 憲 民 主

×

法改正で区の個人情報保護条

防のため予防接種率・登録率
談を︒㉔中学校卒業後︑自分

の検討を︒⑦サンライフ練馬

キングテストは中止を︒⑰教

慮しつつ︑区民生活や経済状

⑩公園は機能別に再整備を︒

インクルーシブな練馬をめざす会︵５人︶

少︒学校生活や教職員の負担

○

事に配慮した取組を︒㉑ヤン

の向上を︒⑮公園にユニバー
らしくあるための教育内容の

は美術館整備ありきで廃止し

員の負担軽減を︒⑱谷原保育

況に臨機応変かつ速やかに対

⑪インクルーシブ公園の整備

年度先送りを︒③国保の未就

を軽減し必要な支援を︒⑬美

党

○

産

○

共

国民健康保険事業

化の取組を︒⑫就労継続支援

サルデザイン遊具の導入と防
充実を︒㉕わいせつ事案撲滅

イクルは拡大生産者責任の実

園の閉園計画は撤回を︒⑲保

応することを要望︒①コロナ

を︒⑫コロナ禍により子ども

学児均等割の更なる減額と適

術館学芸員はエデュケーター

可決

所の増設と職員体制の強化を︒ 室の教員配置基準の引下げを

犯カメラ設置を︒⑯空き家の
のため一部私立園での取組の

現を︒⑨再エネ ％のエネル

育園等の子育て施設職員等に

後遺症への対応のため相談窓

用拡大を国に求められたい︒

を採用し教育普及と次世代育

イ ン ク ル

○

歳以上でも利用できる

適正な管理は所有者が行うよ
スタンダード化を︒㉖保育所

ギー計画を︒⑩精神障害のあ

コロナの定期検査を︒⑳民間

たちが達成感を得る機会が減

④高校生等医療費無償化の準

成を︒⑭区民へのアート活動

練 馬 会 議

×

とや

う継続した対応を︒⑰特定一
未利用家庭への支援策を︒㉗

る人への地域包括ケアシステ

で働く保育士等の待遇改善を︒ 口設置を︒②国保料負担緩和

備を︒⑤就学援助の準要保護

支援は先行できる部分は進め

党

○

例が廃止︒区民の守られる権

階段等防火対象物の適切な指
保育施設で紙おむつのサブス

ムを進めるため︑支援者の情

㉑こどもの権利条例の制定を︒ のため法定外繰入解消の目標

規定の一層の周知啓発を︒⑥

られたい︒⑮映像文化事業は

党

×

グケアラー支援は地域団体と

導を︒⑱バスロータリー等の

報共有の仕組みづくりを︒⑪

関するケアリーバーへ支援を︒ ないこと︒⑧プラごみのリサ

ク化を︒㉘都立児童相談所に

介護サービス包括型障害者グ

准を国に求めよ︒③行政のデ

保育士の就業環境の改善を︒

民間と連携し工夫した事業に︒

令和４年度練馬区介護保険会

×

Ｂ型事業所の特徴を生かした

早期設置を︒⑲都と連携しド

民合意のないまちづくりや施

２０２２年度練馬区一般会

ジタル化で加工した個人情報

⑦地域包括支援センターは介

我が区を取り巻く財政状況

計予算︑議案第４号・令和４

○

どりバスは﹁

ッグランの整備を︒⑳学校教

設整備等計画ありきで進める

計︑国民健康保険事業会計︑

を民間に提供するな︒④区職

式を拡大せよ︒⑥国保料の子
は︑依然として厳しい状況と

計予算︑以上４議案について
反対する︒

○

して支援せよ︒

コロナ禍が長期化する中で

区民の生活に目を向けた区政への転換を

財政が厳しいと区民への給付
姿勢は問題︒区民の生活に目

介護保険会計︑後期高齢者医

員の男女の賃金格差を公開し︑

ハコモノ・再開発やめ︑福祉施策こそ拡充を

療会計の４予算に反対する︒

女性管理職の比率を ％にせ

日本共産党練馬区議団︵５人︶

反対理由は︑コロナ禍の財

政策の実行に数々の問題点

ども均等割減免の対象拡大を︒

なっている︒

令和４年度予算

わらず不要不急の区立美術館

⑦区立美術館再整備基本構想

オンブズマン練馬は︑議案

○

場

オンブズマン練馬︵１人︶
や石神井公園駅前再開発に多

を見直せ︒⑧サンライフ練馬

第１号・令和４年度練馬区一

般

車

よ︒⑤建設キャリアアップシ

額の税金を費やそうとしてい

を存続せよ︒⑨住宅リフォー

1人

駐

政危機を理由に補助・給付的

るため︒事業者や困窮者支援

ム助成制度等を実施せよ︒⑩

議案第５号・令和４年度練

1人

共

ステムを推進し︑総合評価方

等区民生活と地域経済への支

般会計予算︑議案第２号・令

3人

保

億円を削減したにも関

援強化を求め以下要望する︒

加齢性難聴者への補聴器助成

馬区公共駐車場会計予算につ

5人

護

事業

①高齢者いきいき健康事業等

和４年度練馬区国民健康保険

5人

一

年度練馬区後期高齢者医療会

補助・給付的事業を元に戻せ︒ は補助額の引上げと対象の拡

いては賛成する︒

6人

18

事業会計予算︑議案第３号・

11人

会 計

30

大を︒⑪敬老館の廃止計画を

令和４年度予算に対する各会派の態度

65

的事業は切り下げる一方︑住

予 算 特 別 委 員 会

100

②核兵器禁止条約の署名と批

15人

会派名

50

＊自民党の議員数は、議長を除いた人数

○賛成 ×反対

3.2

区
議 会
会だ
だよ
より
り
区 議
令和4年
（2022年）
4月19日 No.224
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