高齢施策 ④基本操作習得の

ない︒国や他自治体の動向を

民がスポーツを楽しめるまち

取り組む活動を引き続き支援︒ 改定し豊かなみどりの中で区

注視し検討︒③地域の課題に

を目指し取組を進める︒②各

地域文化 ①今年度プランを

③委託事業を全般的に見直し︑

化等は民間事業者へ委託予定︒

は環境まちづくり公社︑資源

直す等︒ 環境 ②選別作業等

ック回収事業の執行体制を見

視点が重要︒教育長の考えは︒ 副区長 ①容器包装プラスチ

◆高齢者施策について

抱える課題解決のための包括

ための講義等に加え個別相談

団体と力を合わせ感染拡大防

発信等を工夫し接種を進める︒ なるスポーツ振興に取り組む︒ を検討し︑取組の具体化を︒

的な支援体制の整備を行う重

も実施︒はつらつセンター等

◆ 区長の基本的な姿勢について

層的支援体制整備事業の取組

問
●
①区内中小企業への不断

問
●
①介護報酬改定に向けて

◆介護保険について

視し︑引き続き研究を深める︒ 向けた取組は︒②地域住民の

①地域共生社会の実現に

と国や都の財政支援等が必要︒ での相談対応等継続して支援︒ 止対策を行った上で取り組む︒ 効率的・安定的な体制を構築︒

問
●

就労サポーターを増員し支援
の支援を︒②ポストコロナへ
示された５つの方向性に対す

所見は︒③特定の地域を﹁地

企画 導入自治体の取組を注

備や医療機関等の努力・協力
体制を強化等︒ 産業経済 ⑤
の支援の思いは︒③コロナ対
る受け止め方は︒②事業者連

副区長 ④大きな変化はない︒ ◆産業支援について

・対応への率直な感想は︒②
厳しい状況が続く︒経営相談
応業務の増大に伴い注力した
絡協議会との協議や民間事業

①ワクチン接種体制の整

酸素ステーションの設置を含
や融資のあっせん等に取り組
点や職員の勤務体制等は︒④

問
●

め︑今後の自宅療養者への支
む︒ 教育長 ⑥校内の相談体

副区長 ①第８期計画を着実

支援する内容なのか︒また︑

トフォン教室は操作習得まで

取組を︒④高齢者向けスマー

億円に達したことへの分析は︒ 者への指導・支援等の状況は︒ 域福祉の先進モデル﹂として
に実施し制度の持続可能性を

①今後のスポーツ振興を

難を乗り越える力を備えた子

上野

ひろみ

ウィズ・ポストコロナを見据えた
施策の実行

問
●

教育長 ③夢や目標を持ち困

制を活用しきめ細かく対応等︒ 令和２年度決算で収支差が
⑦子どもたちの成長に向け︑

こんな時代だからこそ
着実な一歩で街づくり

身近な施設等での継続的なフ

確保︒②省令等の対応につい
て事業者の意見を聞きながら

練馬区議会自由民主党

問
●

①都下水道局が行ってい

る第二田柄川幹線整備工事の

進捗状況は︒②再整備に当た

土木 ①取水マンホールと田

って区の新たな考えや計画は︒

柄川幹線との接続部を工事中︒

今年度末に完了︒②景観を維

純二

どもたちの育成に取り組む︒

小泉

どう考えていくのか︒アクシ

持しかつての田柄川の面影が

練馬区議会自由民主党

区長 ①社会全体の仕組みと

◆ 清掃リサイクル事業について

支援を検討し時宜に応じ実施︒ ォローが必要︒所見は︒

ョンプランにおけるスポーツ

◆インフラ整備について

◆スポーツ振興について

援は︒③区内在住外国人のワ
④生活相談コールセンターへ
の相談内容の変化と対応は︒
⑤区内サービス業等の現状と
対応は︒⑥学校の夏休み明け
の子どもたちへの対応は︒⑦
子どもたちの学力・体力・知

分野の中間の検証・改定の計

地域の意見を聞き検討進める︒

感じられる緑道整備を目指し︑

して住民等との協働によるサ

◆平和台駅環八横断地下通路

①脱炭素社会の実現に向

ービスの充実︑住民自治の進

けた今後の事業の展開は︒②

問
●

更新状況は︒②区と事業者は

した販売促進の取組を支援等︒●
問 ①水道やガス等埋設管の

不燃ごみ資源化事業の実施に

力の充実のため︑全力投入を︒ 教育活動の更なる充実を図る︒ 副区長 ①デジタル化を活用
⑧約 ％が接種を完了︒⑨ほ

画は︒②今後の新型コロナウ

について

とんどが接種または予約済み︒ ②経済団体等と連携し積極的

イルスの感染状況を見極めな

向けて資源循環センターに整

の状況は︒⑨学童クラブ職員

連携し支援︒支援力向上への

どのように調整しているのか︒ 展に尽力︒ 福祉 関係部署が

備する中継施設で安全かつ効

げた応援体制等により対応等︒ 土木 ①令和元年度末で約９

がら来年度以降は大会やスポ

に取り組む︒ 企画 ③全庁挙

ーツイベントの積極的な実施

よう対応︒④効果等を研究し︑ の呼びかけを︒②小児救急医

心してサービスを利用できる
区の生産年齢人口増の鈍

◆区長の基本姿勢について

問
●

問
●

コロナ禍での公衆喫煙所

の閉鎖は歩行喫煙等の改善効

果を限定的にするのでは︒喫

①小中学校でのタブレッ

ト活用状況は︒②休校時等の

問
●

出が不要となった等︒②電子

る社会の実現に向けた取組を︒

極めるには時間が必要︒コロ

副区長 中長期的な影響を見

◆福祉について

子決済の割合が大幅に拡大等︒ 取組は︒⑥タブレットの持ち

務総合システム導入により電

歩行喫煙等防止に努めている︒

巡回を強化し喫煙所周辺での

ポストコロナを見据え
税の流出に歯止めを！

教育長 ①個別学習や協働学

練馬区議会未来会議・
都民ファーストの会・国民民主党

①養育費の確保に向けた

しもだ 玲

帰りは柔軟な対応を︒

⑤通信環境未整備の家庭への

保健所 ①乳幼児施設にポス

ナ感染が一定程度収束した段

証を︒④通信容量の最適化を︒ 環境 マナーアップ指導員の

教員のＩＣＴスキル向上の検

煙者と非喫煙者が理解し合え

③証明書の発行手数料等への

申請サービス等を活用し推進︒ オンライン学習の体制は︒③

企画 ①押印漏れによる再提

計画どおり着工し︑早期

取組を進める等︒②現時点で

技監 今年度の着工に向け手

完成を︒

企画 ①本年８月末に標準仕

福祉のまちづくりに取り組む︒ 療環境の更なる充実を︒③安

問
●

割が更新完了︒②年２回開催

率的な選別作業を行うための

④経費縮減に努め区民生活支

える予算を最大限確保した等︒ の道路工事調整協議会で調整︒ 適用範囲等事業内容が明確で

体制は︒③今後の事業の委託

◆東京オリンピック・パラリ
①アーバンスポーツ分野

の振興を︒②今まで以上に障

問
●

を︒③運動を通して子どもた

ンピック大会について

区モデルを構築︒多くの方に
力添えをいただいた︒②早期

ちのセルフマネジメント力や

早急に該当分野への導入

式の導入について

地域文化 ①②オリ・パラ通
問
●

研修実施等︒②ガイドライン

様書第一版が公表等︒②健康

④ペーパーレスの取組状況は︒ ◆教育について

の在り方について区の考えは︒ 続中︒早期利用に取り組む等︒

害者スポーツに取り組むべき︒ ◆成果連動型民間委託契約方
じた機運の高まりを踏まえ更

の開設を都と協議中︒かかり
たに実施等︒ 保健所 ③情報
の積極的な周知を︒④スマホ

つけ医等による健康観察を新

◆区長の基本姿勢について
②アクションプラン改定の検
保険証機能の登録を支援等︒

①今後の区財政の考えは︒ を持たない高齢者等の支援を︒ を活用し推進︒③障害者が安

討状況は︒③商品券事業とキ

◆女性支援について

問
●

ャッシュレス決済ポイント還

高齢施策 ③参加を呼びかけ

ターを掲示等︒②順天堂練馬

ふるさと納税等による区

問
●

問
●

公共施設の資産管理の効

①総合体育館の改修改築

◆練馬城址公園について

施設管理 国の動向を注視︒

ＢＩＭの活用を︒所見は︒

※２

率化と資産価値を高めるため︑

問
●

◆都市整備について

病院に小児・周産期センター

階で検証し区政運営に生かす︒

問
●

区長 ふるさと納税制度は地

億円流出への所見は︒
方の財源不足を補うため税収

税収入
目線を重視し中学校区でも実

①通学路点検は子どもの
施を︒②児童通学案内指導員

問
●

◆交通安全対策について

期までの支援充実に取り組む︒ ◆区財政について

が開業等︒③妊娠期から学齢

心して子育てができる環境を︒ 化による影響を懸念︒所見は︒ 導入も検討︒④新たな内部事

るリーフレットを作成等︒④

①女性なんでも相談・支

元事業の経済効果は︒④オン

よしみ
支援を︒③公共施設や学校ト

練馬区議会公明党
①改正障害者差別解消法

柳沢

配布事業を継続し生活困窮者

問
●

ラインフレイル予防講座参加

スマホ体験会等により支援等︒ 援窓口の設置を︒②生理用品

区長 ①地域や現場の声を聴
き︑将来につながる施策を重
点的・機動的に実施︒副区長
②第２次ビジョンに基づく取

問
●

計画の整理を︒②東京五輪で
③キッズゾーン設置の検討を︒ べき︒ 企画 国に対し抜本的

注目された新種目の競技場整

福祉 ①相談の担い手の掘り

イレで生理用品の無償提供を︒ は学校要望に基づいた配置を︒ 移転を図るものであり廃止す

◆行政改革について

進める︒④⑤ルーターの貸出

企画 ①事業方式等を検討︒

等が一体性を持つ環境整備を︒

の開設に合わせ周辺の商店街

業を進めている︒②実施体制

に基づき︑事業者向けの相談

教育長 ①子どもたちが作成

し等を含め通信環境の強化を

福祉 ①本年４月開始︒ 件

の利用があった︒②アクショ

検討︒⑥発達段階に合わせた

①押印廃止による区民の

適切な対応を各小学校に要請︒ めるよう都に求める︒③都や

利便性等の変化は︒②申請手

続のウェブフォーム化拡大を︒ ンプラン改定の中で検討︒③

問
●

③窓口での手数料の支払い等︑ 高等職業訓練促進給付金の支

地元商店会等と協議を進める︒

②多様な意見踏まえ整備を進

各保育園の園外活動の調査を

取組を調査し啓発方法を検討︒ キャッシュレス決済の拡充を︒ 給期間や対象資格を拡充等︒

◆環境について

実施等︒ 土木 ④他自治体の

した交通安全マップも活用等︒

用情勢下での早期就労支援を︒ 自調査の結果を分析し取組を

ひとり親家庭への助成を評価︒ 習等教員が工夫を凝らした授
の充実と人材の育成を︒②動

起こし等を検討︒②相談窓口

実施状況は︒②支援強化のた

タブレット端末等の操作を個

５千万円規模︒ 高齢施策 ④

一覧も配布︒相談事も聞き支

備を︒③ハリーポッター施設

画に字幕やテキスト情報の追

を整え全校で試行した︒③独
加を︒③コロナ禍の障がい者

援につなぐ等︒③国等の動向

①感染防止対策への協力

④歩きスマホ禁止条例制定を︒ 見直しを引き続き強く求める︒ めニーズ調査を︒③厳しい雇

別に支援︒ 教育長 ⑤検討︒

等踏まえ効果的な支援を研究︒ ②学校要望を踏まえ対応︒③

①システム標準化の国の

福祉 ①産業団体等を通じ相

サルデザインのまちづくりを︒ ◆ＲＳウイルス感染症対策に

問
●

ついて

動向と区の検討状況は︒②マ

談窓口を周知︒民間事業者に

イナンバーカードの周知・啓

問
●

ーションについて

※１

◆デジタルトランスフォーメ

や事業者に丁寧な対応を︒④

億

組の進捗状況を整理し︑新た

更なるコロナ対策推進で
生命と暮らしを守れ

の保育所等優先入所の拡充を︒ ◆障がい者施策について

者の支援を︒⑤医療的ケア児

一般質問︵要旨︶

セルフプロデュース力を育む

区長 ①医師会の協力で練馬

⑧学校教職員のワクチン接種

90

のワクチン接種の状況は︒

90

新しい技術も活用しユニバー

な施策等を検討中︒③約

140

ＢＩＭ⁝﹁ Building Information Modeling
﹂の略︒コンピューター上に作成した主に三次元の形状情報に加え︑室等の名称・面積︑材料・部材の仕様・
性能︑仕上げ等︑建築物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築するシステム︒
※2

発を︒③高齢者のスマホ教室

16

15

デジタルトランスフォーメーション⁝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

◆ 田柄川緑道の再整備について

クチン接種への対応状況は︒
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◆コロナ感染症対策について
時の避難所のＷｉ︲Ｆｉ設置

ョップ等の開催を︒③水災害
◆就職氷河期世代の就労支援

を注視し必要な情報を収集︒
を案内等︒②都の制度改正を

技監 ①問合せ時に無料相談

と連携し︑かかりつけ医等に

徒の意向等踏まえ校則の見直

に指導︒②全区立中学校に生

内小規模建設事業者への公共

よる健康観察を新たに実施等︒ 事業を増やすとともに住宅リ

ベルデ軽井沢の工事で友好都

業支援の経費を計上︒既に住

①２０３０年度までの温

３年度比 〜

％までの引き

室効果ガス削減目標の２０１

問
●

一律に指示する考えはない︒

市上田市の木材使用︒③補正

産業経済 ①アンケート実施

フォーム助成制度を創設せよ︒ し行うよう指示︒③既に周知︒

◆土地利用規制法に対する区

酸素ステーションの早期開設

長の基本姿勢について
①区内駐屯地の対象範囲

の世帯数は︒②憲法に基づき︑ を都と協議中︒ 地域医療 医

問
●

な︒③同法廃止を国に求めよ︒ 実施︒ 保健所 ②都の配食サ

予算に

◆地球温暖化対策について

ービスに支障が出る場合に備

等︒商品券事業を支援等︒②

え準備︒ 教育振興 ③国のガ

療機関等と議論を重ねた上で

総務 ①注視区域等に未指定

億円超の区内中小企

のため把握できない︒②③憲

例紹介や具体的助言を実施等︒ 国の個人情報収集に協力する

問を実施︒④未来塾で取組事

踏まえ実施︒③督促や個別訪

①ワクチン接種推進へ考

問
●
①ひきこもりの方の社会

参加の推進を︒②区内企業へ

問
●

えは︒②新規接種会場設置を︒ 状況は︒④樹木の安全対策を︒ について
③酸素ステーションの設置を︒ 副区長 ①危険性は少ない︒
危機管理 ②防災学習センタ
都の雇用創出事業等の周知を︒ ◆学校デジタル化に伴う課題

区長 ①いつでも接種が受け
教育長 ①若者サポートステ

イドラインに基づき実施︒定

コロナ対策に総力を
命・人権・環境守りぬけ

上げと自治体への支援を国に

求めよ︒②期限を区切って石

炭火力や原発から撤退するよ

う国に求めよ︒③区立施設の

電力は再生可能エネルギーの

比重を高めよ︒④ＬＥＤへの

空き室の予防対策を︒②昭和

活用に関する条例等の検討を︒●
問 ①所有者不明や不在等の

検討等︒⑤各校に働きかける︒

な対応を要請︒④指導方法を

③学校での保管等各校に適切

区長 ①医師会や薬剤師会等

かみ︑国や都の支援が届かな

への家賃補助制度を実施せよ︒●
問 ①区内事業者の実態をつ

会の目が届くよう各学校のホ

し合える機会の保障を︒③社

えはない︒③アクションプラ

要望済み︒②意見を述べる考

エネルギーの取組を拡大せよ︒

年以降に建設されたマンシ

①人権を侵害する校則が

②被災状況の調査等︑災害時
ョンも管理状況届を提出する

問
●

う検討︒②効果的な指導方法
における活用の検討を︒③体
よう取組を︒③未届けの管理

②ウッドショック対策で国産

教育振興 ①誤解を招くよう

ネルギー設備設置補助を実施︒

④再生可能エネルギー・省エ

い事業者には区が独自施策を︒ ームページで校則を公開せよ︒ ン等に位置づけ積極的に推進︒

◆事業者支援について

を情報収集︒③様々な機会や
育館内等での利用の検討を︒
組合の支援強化を︒④研修会

な表現を改めること等を学校

建給付金の復活と生活困窮者

媒体を活用し周知に努める︒

企画 ①②③都市部での利活

木材の利用を促進せよ︒③区

齢ごとのきめ細かなニーズに

人増を予定︒④地域や年

高齢施策 ①区内共通商品券

を感じられるような取組を︒

ナ禍でも高齢者が生きる喜び

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 施設管理：施設管理担当部長 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

ーでの講演等防災意識向上に

られる体制を維持︒ 保健所
ーションのプログラムにつな

法等の手続に従い成立してお

①タブレット端末導入の

り区は意見を言う立場にない︒
①医療現場の実態をつか
み︑対策強化を︒②自宅療養

問
●

◆コロナ対策について

教育効果は︒②視力低下への
末持ち帰りに配慮を︒④オン

対策は︒③小学校低学年の端

問
●

について

か所に設置︒ 環境 ④状態の

②若い世代の接種が進むよう︑ 取り組む︒③７か所のうち６
土日・夜間の体制を強化する

感染症・災害対策の強化で
安全安心の練馬を
ラインを活用した授業を︒⑤
外部講師による情報リテラシ

のむら 説

期的な検査実施の考えはない︒ 宅修築資金の融資をあっせん︒ 交換助成等都事業を活用し区

日本共産党練馬区議団

福祉 ④４月の制度改正で住

鈴木

学校や保育園では濃厚接触者

まいへの支援が大幅に拡充︒

練馬区議会公明党

に限定せず︑定期的にＰＣＲ

者に区独自の食料支援を︒③

体の協力得ながら広く周知等︒ 教育長 ①習熟度に応じた学

検査をせよ︒④住居確保給付

ーのオンライン講習会を︒
習や意見交換を行う協働学習

環境 ①国が社会経済状況等

たかし

ため︑大規模接種会場を設置︒ 調査︑剪定費用の助成を実施︒ げる等︒ 産業経済 ②経済団
③早期開設に向け都と協議中︒
◆ＳＤＧｓ の取組について
①基本計画にＳＤＧｓ の

理念を︒②カードゲーム等で

問
●
ＳＤＧｓ 教育を︒③マイボト

の実施等︒②正しい機器等の

勘案し決定︒特別区長会通じ

内の省エネルギー・再生可能

◆分譲マンションの適正管理

は︒②校則について生徒が話

区独自に実施する考えはない︒ 区立学校にあることへの見解

◆校則問題について

について

使い方の指導や啓発を実施等︒ 金の拡充を国に求め︑生活再

◆防災減災対策について
用は安全性確保等の課題も多

等を開催し新任理事の育成を︒

副区長 ②農業者の意識の高

ットワークの形成に取り組む︒ な方法を組み合わせて実施等︒ 予防の意識啓発を︒②修学旅

①教員や児童生徒へ感染

催等︒④協議内容に応じ適切

意思表明できるよう学びの機

問
●

源の確保に努め︑みどりのネ

一般質問︵要旨︶

会の保障を条例に明記すべき︒

行や移動教室実施見合わせの

環境 ①本庁舎アトリウムに

ン授業への対応は︒④中堅・

経緯や考え方は︒③オンライ

少の要因は︒来年４月に向け

教育長 ①メッセージ配信や

ベテラン教員の指導力向上は︒

①学童クラブ待機児童減

た対策は︒②ねりっこクラブ

問
●

の全校実施を︒③来年４月に

①敬老祝品の試行的取組

し︑高齢者が選び︑もらう楽

開始等︒②来年度は８校増設︒ しみを持てる祝品を︒③コロ

教育長 ①ねりっこプラスの

医療的ケア児の現状と取組は︒ の内容は︒②取組を更に拡充

問
●

◆高齢者の福祉について

じた研修内容を充実等︒

法を検討等︒④キャリアに応

施に向けて調整中︒③指導方

動教室は６年生を最優先に実

全を第一に見合わせた等︒移

向けた保育所定員増の取組は︒ ポスターの校内掲示等︒②安

◆西武新宿線連続立体交差事

の取組は︒②水害リスクの高

①事業認可の取得に向け

田中

子育て施策・教育施策の
更なる充実を！

練馬区議会自由民主党

③常設のインフォメーション

②地域への情報提供の取組は︒ と取組は︒⑤区内保育所での

よしゆき

た取組は︒都との調整状況は︒ ④待機児童ゼロ継続への課題

問
●

い区域は町会単位で何か所か︒ 業と沿線まちづくりについて

町会︒③水害リスク高い地

貸借制度の活用を提案等︒

◆子育て施策について

設置︒区内各種団体にも協力

区長 ①障害者地域自立支援

ワクチン未接種や感染者

への差別的言動はやめるよう

協議会で条例案の内容や関連

①自主休校する児童や保
護者の意向の確認は︒②タブ

問
●

防災マップ作成を︒④地域別

レットが重く低学年には負担︒ ③地域住民との協働で地域別

区長 ①計画的に着実に対策

防災マップを活用した訓練を︒
を推進︒ 危機管理 水害ハザ

本条例を生かすには︑子ども
等のパートナーという理解が

ードマップを改訂しホームペ

が権利の主体であり大人と対
必要だと考えるが︑所見は︒

ージで周知等︒②区内

か所︑

教育振興 ①欠席者に意向を
確認し希望者にオンラインで

まりを実感等︒ 都市農業 ③

を呼びかけている等︒②新た

事業を検討中︒今年度内に素

①避難情報の周知・啓発

に作成したものはない︒今後

案を示したい︒ 福祉 手話通

◆水害対策について

区報やホームページのトップ
他のものへ変更︒③特別区長

訳者の配置等各委員の申出に

問
●

ページで継続的な啓発を︒
会を通じて国の責任の明確化

基づき障害特性に応じて実施︒ 改善策は︒③東京都こども基

◆子どもの権利に基づいた子

地域医療 引き続き区報等を
と財政支援を要望している︒

ども施策について

活用し︑周知啓発を行う︒

◆ 香害と化学物質過敏症の啓発

問
●
指標を前倒しで達成させる具
体策は︒②原子力・石炭火力

②検討部会の議論や自立支援

きみがき

直面する課題を乗り越え
ともに生きる練馬に
国の香害啓発ポスターは

インクルーシブな練馬をめざす会

問
●

％を国に求めよ︒

ゼロ︑２０５０年の再生可能
エネルギー

環境 ①国の地域脱炭素ロー
ドマップ等を踏まえ今後の取

域で作成検討︒④避難拠点運

のまちづくり協議会の開催状

対応︒⑤区立直営８園に５人

況は︒今後の検討の進め方は︒ ③

るための測量等︒情報共有や

大し積極的な樹林地の取得を︒ 技監 ①区域や面積を確定す

①区が取得する基準を拡

◆みどり施策について

取組を実施︒こうした活動が︑ ②特定生産緑地の指定申請結

スケジュールの調整等︒②ニ

問
●

果の受け止め方は︒③農地の

に要請︒ こども ③子どもた

②学校での保管等を各小学校

人に寄り添った対応を実施等︒ 営連絡会等に働きかけ実施等︒ センター設置を︒④各駅周辺

協議会の意見等を踏まえ検討︒ の学習支援等を実施︒一人一
◆外環道について
年延長︒大

技監 日常生活への影響を認

継承に積極的に取り組むべき︒ ュースを配布予定等︒③地域

声と現状をどう考えているか︒ ちが主体的に考え活動できる
団体の動向を注視する︒

子どもが社会の一員であり︑

呼びかけ給水スポット設置を︒ ていない︒今後とも国や業界
②区配布クリアファイルの削

権利の主体であることへの理

で野菜の宅配を注文できる取

識︒事業者から地域住民への

組︒②検討︒③様々な形で交

適時適切な情報提供と︑工事

在園︒来年４月入園の申請か

◆︵仮称︶練馬区障害者の意

ら優先選考方式を導入等︒

思疎通に関する条例について

流できるよう工夫︒

減を︒③自治体負担の容器包

◆教育について

装プラスチックのリサイクル

問
●

施設等でオープンハウスを開

環境 ①都市計画交付金等財

泉ジャンクション周辺住民の

14
解につながると考えている︒

保健所 現段階で改定は考え

トを当事者の声を聞き見直せ︒●
問 事業期間が

いない︒区作成のリーフレッ

組を検討中︒②考えていない︒ 健康被害の本質を啓発できて
◆プラスチック削減について
①マイボトル用給水機を

16
の早期完成が必要と考える︒

全区立施設に︒事業者に協力

圭子

①地球温暖化対策計画の

①区内の大規模盛土造成

地９か所の地盤への認識は︒
い︒実証実験や国等の動向等

問
●
②気象庁と連携したワークシ

①区内での運用計画や利

60

拡大生産者責任を国に求めよ︒ 合理的配慮は︒②障がい者が

問
●

◆ 産業用ドローン活用について

ル運動等具体的取組の推進を︒ 所有者の支援に取り組む︒

企画 ①今年度改定のアクシ

50

◆区長の基本姿勢について

ョンプランでも関連を示すよ

10

◆気候危機とエネルギー政策

問
●

59

①検討部会での具体的な

費用を製品価格に上乗せする

381

問
●

10

100

区
議 会
会だ
だよ
より
り
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3

①在宅療養者支援の課題

◆ 新型コロナウイルスについて

問
●

保健所 ③協力要請を今後検

企画 ①第２次ビジョンに基

者の状態に応じた対応が充実︒ に関する議論を進める時では︒ 区長 ①
月の都知事との意

見交換会で改めて問題提起等︒

①区においては︑病院の

◆医療体制の充実について

問
●

の医療需要等を見据えて取り

ついて医師会と検討を進める︒ 区長 ①症状悪化時に速やか

夜間の容態急変時の対応等に

実施について︑今後の見解は︒

組む︒②課題を解決し三次救

に医療につなげる体制の構築

自宅療養者に重点化し保健師

が課題︒酸素ステーションの

が直接架電等︒医師会等と連

◆新型コロナウイルス感染症

のように重点化を図り取組を

対策について

束した段階で総括的に検証等︒ いておらず︑病床数の人口比

資するものであり区の医療提

進めてきたのか︒現場からの

急医療機関の設置が実現でき

引き続き病床の確保に向けた

は

供体制充実につながる︒連携

るよう関係機関と協議を進め

討︒④約
新たな施策等を検討中︒②③

企画 ③今年度改定するアク

により急性期から在宅生活に

整備や増床が人口増に追いつ

と今後の取組は︒②酸素ステ
陽性の妊婦が出産できる産科
財政パンフレット﹁練馬区の

取組に注力すべき︒区の見解

づく取組の進捗状況を整理し︑ 副区長 ②感染が一定程度収

ーションの設置を含めた取組
おさいふ﹂等を活用し議論に
ションプランの中でも関連を

は︒②区と順天堂練馬病院の

携し︑かかりつけ医等の健康

保健所 重症化リスクの高い

課題等は︒また︑自宅療養者

宅療養者への対応についてど

早期開設に向け都と協議中等︒

が少ない等︒円滑な出産への
必要なデータを具体的に示す︒ 分かりやすく示すよう検討︒

①保健所では急増した自

医療連携を働きかける︒⑥活
◆今後の区政について

問
●

の効果は︒③在宅療養者支援
用は有効︒運用上の課題を解

区中最も低くなっている︒ る︒③区民の療養環境向上に

の往診・配送・送迎等の体制
決し有効に活用するため国に
◆経済活動について

至るまで切れ目のない医療・

活用と効果への所見は︒⑦子
どもに寄り添う親を支援して

練馬区議会自由民主党

ん等に取り組む︒②産業振興

く︒経営相談や融資のあっせ

産業経済 ①厳しい状況が続

地域医療 ①医療施策検討委

の練馬光が丘病院との連携は︒ ◆在宅医療提供体制について

に対する区の捉え方と移転後

いくため︑ホームページの新

分担について都や区長会に課

①区財政が危機的状況の

で副反応の正しい情報を周知

し改めて若い世代に接種を呼

びかけた等︒ 副区長 ③引き

防災まちづくり推進地区

続き事業継続の下支えとなる

問
●

②若年層の感染拡大が続く中︑ と現場から見えてきた課題は︒

指定︒沿道の危険なブロック

ワクチン接種が急がれている︒ 技監 主要な避難路を５月に

ができるよう︑更なる充実を︒ 区の対応は︒③区内事業者の

安心して療養生活を送ること

制の整備について区の所見は︒ に指定した３地区の取組状況

システムの確立に大きく寄与︒ 連携が必要︒医療的な支援体

題を提起すべきでは︒②新型

公社と協議しながら事業者等

観察を新たに実施等︒②区報

急の実現に向けた取組が必要︒

更なる協力体制の下︑三次救
区の考えは︒③練馬光が丘病

よう資金繰り支援に取り組む︒

①新型コロナウイルスの

影響による倒産件数や失業者

院跡に医療・介護の複合施設

の急変時への迅速な対応には

問
●
数の増加を懸念︒区内経済状

が整備され︑医療分野では区

介護サービスの提供が可能に

①これまでの新型コロナ

況と今後の取組への所見は︒

内初となる緩和ケア病床が設

問
●

②ねりまファミリーパックを

置される︒その意義をどう考

◆防災まちづくりについて

⑤産科医療機関の感染対策の

区内事業者や外郭団体・各種

保健所と往診医等との綿密な

医療・介護の充実と
自然災害対策を！

団体と連携させ︑福利厚生だ

なり区が目指す地域包括ケア

課題と対応は︒⑥抗原検査の

ウイルスへの対応を踏まえた

けでなく区内産業の活性化を︒ えるのか︒また︑本複合施設

コロナウイルスへの対応につ

問
●

雅彦

かけた︒⑦検索しやすいよう
保健所機能の在り方や児童相

いて一定の時期を捉え検証を︒ との共同事業の拡大に努める︒ 配置状況を考慮しながら今後

体制の構築が課題︒医師会等

かわすみ

ホームページの改善等子育て

中各事業の選択と集中をどの

石黒

型コロナ感染症関連情報に子
世代の負担軽減等に取り組む︒ 談行政の都区間における役割

ように行っていくのか︒②区

害時の危険性や改善の緊急性

事業継続に向けた支援として︑ 塀の撤去等を促進︒住民に災

問い合わせ 区議会事務局調査係 （電話）
０３−５９８４−４７３６

新型コロナウイルス感染症対

希望する方には無料でお送りします。区議会事務局調査係まで

地域医療 訪問診療を行う上

R）の２種類があります。

区の所見は︒

きになれます。ぜひご利用ください。

練馬区議会未来会議・
都民ファーストの会・国民民主党

地域医療 ①症状が悪化した

育てに関わる情報の集約を︒

と連携しかかりつけ医等によ
③ＳＤＧｓ とビジョンとの関

「声の区議会だより」は、カセットテープ版とデイジー版（CD-

を認識してもらうことが肝要︒

を発行しています。

応特別貸付や借換特別貸付の

録音した「声の区議会だより」と点訳した「点字版区議会だより」

で医師の負担が大きい休日・

区内にお住まいで視覚に障害がある方を対象に、本紙の内容を

一般質問︵要旨︶
保健所 ②都と連携し対応す

区民が住み慣れた地域で

る健康観察を新たに実施︒往

求めてきたが︑今後の取組は︒

どのように発信していくのか︒ 連性を計画に明記することを

財政の状況を区民や事業者に

財政措置等を既に国に要望︒

るとともに相談窓口等の情報

問
●

診対応等について往診医や訪
③今こそ受益者負担の適正化

適切な支援のため対象者を定
求める考えはない︒④国等の

「声の区議会だより」と
「点字版区議会だより」を

◆財政について

問看護師等が連携した医療提

の対象者への生活支援はどの

めることは必要︒改めて国に
研修や定期的な事例検討会に

望する考えはない︒②コミュ

ご利用ください

際に速やかに医療につなげる

供体制を強化等︒②自宅療養

ように︑どのような職員体制
支援に当たる職員の意見聴取

より支援力向上に努めている︒ をツイッター等で発信する等︒
①就労継続支援Ｂ型事業
所の平均工賃計算方法の見直

問
●

ニケーションに困難を抱える

職員体制の充実等今後に

ついて

問
●

発行しています

員会の提言を踏まえ区内病院

◆新型コロナウイルスワクチ
で行っているのか︒②現場で
の機会を設け今後の体制充実

◆ コロナ禍の孤立防止について

①障害者の送迎等︑ワク

チン予約時・接種時の支援に
を図るべき︒③生活困窮者自

通所サービスの利用がコロナ

しを国に求めよ︒②障害者の
意思疎通に関する条例の策定
でどのような課題が解決され
るのか︒具体的イメージは︒
前と同様にはならず︑訪問サ

全ての障害者が自立した地域

高齢施策 ①通所介護利用者

なお、
「声の区議会だより」は、区議会ホームページでもお聴

たつお

23

ン接種について

ついて情報発信の工夫をすべ
立支援金はより幅広い対象者

問
●

き︒②８月にインターネット
が使いやすい制度となるよう

長期化するコロナ禍での
支援策の充実を

◆障害者施策について

でのワクチン予約申込みが殺

国に改善を求めるべき︒④生

①要介護度の低い人ほど

到し数時間待ちとなった︒予

問
●

約が集中した時のシステムを
見直すべき︒③電話での予約
ができない聴覚障害のある人

保健所 ①区報等に加え予約

への配慮を︒

活保護利用者の就労支援を行

ービスの利用も増えていない

福祉 ①現時点で見直しを要
う就労サポーターへの事例検

桜子

等で案内したほか医師会等を

討の場や研修等の支援体制は︒ ことをどう捉えるのか︒②コ

かとうぎ

通じ周知︒サービスが必要な

インクルーシブな練馬をめざす会

方が適切に利用できるよう取

ートセンターの支援につなぐ︒ 性や若年層への支援の充実を︒ ◆子ども家庭支援センターに

福祉 ①必要に応じ生活サポ

の利用控えは昨年４月・５月

支援を行っている福祉事務所

り組む︒②一時間当たりの処

社協職員７名と派遣職員

こども 事案送致増に対応す

向けての方針は︒

生活を実現することを目指す︒

理人数を増やし電話番号等を

で対応︒②社協職員等で構成

に比べ回復︒要介護度による

ロナ禍で自殺が増加傾向の女

事前入力できるよう改修︒③

差も縮小︒利用者等への実施

内容の周知等を事業者に依頼︒ るため更なる体制充実を図る︒

11
協議︒③特別区長会等を通じ

名

福祉事務所等で手話通訳者の

や現場の声を踏まえた体制を
①総合支援資金特例貸付

◆生活困窮者支援について

協力得て予約サポートを実施︒ される運営委員会で相談件数

問
●

お問い合わせください。

区民の生命と健康を最優先に

のワクチン優先接種の状況は︒ 改善求めるよう都知事に働き

強化のためタクシー事業者に

人接種︒⑤コロナ

10

協力を求めては︒④妊婦等へ
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