令和２年度決算に対する
る拡充を︒②商店街を含む区

レミアム付商品券事業の更な

︻産業経済費・環境費︼①プ

な管理と建て替えを︒③オン

コンの更新を︒②校舎の適切

費︼①小中学校各教室のエア

祉作業所等の活用を︒︻教育

②ねりっこクラブの更なる増

①青年リーダーの活躍の場を︒ 延長とその周知を︒︻都市整

的な活用を︒︻こども家庭費︼

先は学校周辺の商店等の優先

備費・土木費︼①大泉学園第

宮頸がんワクチンの接種期間

用具給付事業の対象に︒⑧子

小学校で作成し交通安全点検

童目線の地域安全マップを全

拡充と指導員の増員を︒④児

活動における複数顧問制度の

ため通信環境の改善を︒③部

やオンラインでの学習支援の

内事業者のキャッシュレス化

園駅以西の立体高架化を︒②

７号踏切の解消のため大泉学

ライン授業の先行事例等の調

設を︒③高校生までの入院費

査研究を︒④学校の統合は検

の助成を︒④結婚支援の取組

の推進を︒③特定生産緑地指

に活用を︒⑤学校体育館への

エアコン設置は早期に入札・

定の最終締切りに向け引き続

補助 号線内に新設する橋梁

出産応援事業の対象のはざま

工事の準備を︒⑥小中学校に

を︒⑤特別定額給付金と都の

事業者の経済対策と子どもた

に生まれた子どもへの支援を︒ 駅周辺に長距離バスターミナ

討会を設置し議論を︒⑤区内

ガスの茎を利用したほうじ茶

ちの食育推進のため和牛肉の

き努力を︒④区内産アスパラ
携し区民の安心安全を︒③災
は農福連携の推進や環境面か

ルを設置するよう都に要望を︒ 熱中症対策用テントの配備を︒

経済対策と消費喚起を︒︻区

財政出動を︒⑨切れ目のない

ンの推進を︒⑧適切な時期に

タルトランスフォーメーショ

用した業務改革や自治体デジ

なる活用を︒⑦ＩＣＴを利活

発を︒⑩清掃リサイクル事業

はアプリの活用等で更なる啓

学校の拡大を︒⑨ごみの分別

食材を直接農家から仕入れる

課と保健給食課が連携し給食

資器材の提供を︒⑧都市農業

森の保全と管理内容に応じた

を︒②区民が求める情報をリ

感染症の第６波に備えた対策

務費︼①新型コロナウイルス

見表明を行う︒︻議会費・総

算の認定に賛成の立場から意

および４特別会計歳入歳出決

令和２年度練馬区一般会計

度を活用し区民農園の更なる

増設を︒②生産緑地の貸借制

ターのデザインマンホールの

①都と連携しアニメキャラク

を︒︻産業経済費・環境費︼

金を引き上げるよう国に要望

設の整備を︒⑦出産育児一時

充を︒⑥アーバンスポーツ施

ソコンの配備を︒②短縮授業

な支援と教員用タブレットパ

育推進のため学校への全面的

望を︒︻教育費︼①ＩＣＴ教

を早期に再開するよう都に要

７号線地下広域調節池の工事

プラス指定の推進を︒⑧環状

ーンの取締り強化とゾーン

イレの増設を︒⑦スクールゾ

連携強化を︒⑥公園に洋式ト

更なる周知と福祉事務所との

との連携による伴走型支援の

域の改善を︒⑤居住支援法人

改善事業を参考に交通空白地

慮しながら保育所待機児童ゼ

校実施を︒③地域偏在等に配

ためねりっこクラブの早期全

②学童クラブ待機児童解消の

ター利用支援事業の導入を︒

保護者支援のためベビーシッ

︻こども家庭費︼①多胎児の

名称の公募を︒③仮称大泉町

害時のトイレ問題やドローン

らも貴重な取組として周知を︒ 給食を︒⑥給食食材の仕入れ

④国の地域公共交通確保維持

各会派の意見表明・討論
令 和 ２年 度 一 般 会 計 ほ か ︑ ４特 別 会 計 決
活用等の調査研究を︒④各所
⑤都市計画交付金を活用し農

民費・地域文化費・国民健康

執行体制の再構築を︒︻保健

アルタイムに届けるためＲＳ

拡大を︒③都市型農福連携の

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 ︒

区民生活向上のため着実な前進を！

⑨パラスポーツやニュースポ

⑧乳がん検診受診率の向上を︒ 齢層に応じた推進策を︒②と

疹ワクチン接種費用の助成を︒ イナンバーカードの普及は年

ンゲームの活用を︒④コロナ

防するため脳トレのオンライ

利用枠拡充を︒④コロナ関連

拡充を︒③区立運動場の個人

人︶

ーツ等の発展へ様々な工夫や

れたてねりまアプリ等と連携

後遺症相談窓口の設置を︒⑤

練馬区議会自由民主党︵

ケア児が入園できるよう保育

所優先選考の拡充を︒⑤保育

施設のＩＣＴ導入へのサポー

ト体制を︒⑥家庭的保育事業

の優先選行方式の周知と保育

連携を行っている認可保育所

での代替保育制度の確立を︒

エッセンシャル・ワーカーへ敬意と感謝を

施策の優先順位を見極め︑不

施設の有効活用で環境整備を︒ ︻都市整備費・土木費︼①放

し区独自のマイナポイントツ

商品の送りつけ商法詐欺の被
備に合わせて総合体育館を建

り巻く状況が大きく変化した︒ することが非常に重要である︒ ⑪練馬城址公園の防災公園整

江戸線延伸事業への寄附者に

せたマナー等の啓発を︒③大

民館や地域集会所のバリアフ

ュレス化の拡大を︒④地区区

の手数料支払いにもキャッシ

のイヤーモールド購入への助

の補聴器の買換えと人工内耳

導入を︒⑥中等度難聴児・者

農業等のビジネスチャンス交

興公社と連携し開催する都市

害を減らす取組を︒⑤産業振

駐車場の稼働率 ％は問題︒

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︶

これまでの成果を活かして︑

要不急の歳出の抑制を図り︑

置自転車撤去事業の体制見直

遠隔手話通訳サービスの早期

続いている︒

30

算を審査するため︑今定例会初日に議長を
管が連携しマイクロツーリズ

保険事業会計︼①窓口におけ

福祉費・介護保険会計︼①介

Ｓ機能の周知を︒③区民意識

ム等練馬の魅力の発信強化を︒ 地の積極的な買取りを︒⑥果

る非対面・非接触の更なる取

護予防・重度化防止の更なる

意向調査の回答項目の改善を︒ 練馬区モデル構築を︒④引き

有馬豊︶を設

じめとして様々な政策分野で

組を︒②マイナンバーカード

・医療従事者に対する支援を︒ ④総合評価方式入札の拡大を︒ 続きＧＡＰ認証取得への支援

取組を︒②引き続き医療機関

を︒⑤空き家の有効利用のた

柳沢よしみ︑副委員長

成果を上げつつ︑コロナ禍に

の普及促進のため利便性の周

⑤内閣府の防災・復興ガイド

めマッチング率の向上を︒⑥

長

令和２年度練馬区一般会計
ついてはワクチン接種体制﹁練

知を︒③電子決済の多様化と

③練馬区モデルでワクチン接

ラインの積極的な活用を︒⑥

憩いの森の自主管理を推進す

安定した区政運営で︑経済と生活の再生を！

ならびに４特別会計歳入歳出
馬区モデル﹂の構築等︑区民

公金納付への拡大を︒④口座

種の更なる推進を︒④コロナ

行政窓口ではＬＧＢＴ等の性

るため区民リーダーの育成を︒

令和２年度一般会計︑４特

樹あるファームは野菜収穫等

決算の認定に賛成︒
の生命と健康を守る取組を同

振替手続オンライン化の公金

対応で業務量が激増した職員

的少数者に配慮した対応手引

︻保健福祉費・介護保険会計︼

別会計決算の認定に賛成︒①

⑤デジタルデバイド対策の強

日本経済の景況は︑新型コ
時に進めてきたことを評価︒

支払いへの拡大を︒⑤地域活

への適切な評価と手当を︒⑤

の作成を︒⑦女性の失業が深

①医療的ケア児サポートブッ

コロナによる財政への影響を

人︶

ロナウイルス感染症による急
コロナ禍からの脱却を目指

動倉庫の区東部地域への早期

敬老祝品は事業を継続し選択

刻な状況︒就活講座等の開催

クを作成し支援に活用を︒②

懸念︒国や都の支援金等の動

区民とともにさらに前に進む

歳入の増加を目指していかな

⑩凍結されている総合体育館

ーリズムの構築を︒③窓口で

練馬区議会公明党︵

速な落ち込みから回復局面に

すには︑持続可能な財政運営

設置を︒⑥映像文化のまちづ

商品の充実を︒⑥団塊の世代

を︒︻区民費・地域文化費・

向等を注視し予算編成を︒②

多様な事業展開を︒⑦憩いの

はあるが︑歩みは緩やかであ

を堅持しながら︑社会情勢の

くりに特色を︒⑦国保滞納者

がピークを迎える︒次期制度

多機能型地域生活支援拠点の

化を︒⑥区公式ＬＩＮＥの更

り︑依然として厳しい状況が

変化に対応した施策の充実に

の徴収強化を︒⑧申請書一括

拡充を︒③認知機能低下を予

置し︑ 日間にわたり慎重かつ厳正な審査
を行いまし た ︒

区においても︑令和２年度

取り組む必要がある︒また︑

国民健康保険事業会計︼①マ

予算﹂というにふさわしいも

ければならない︒決算状況を

の改築基本計画に早期着手を︒ しを︒②自転車の特性に合わ

代まで

のであったが︑新型コロナの

しっかり検証し︑課題を確認
︻議会費・総務費︼①財政状

設できるよう都に働きかけを︒ 魅力的な体験機会の提供を︒

流会は幅広い職種が参加でき

こうした中にあっても︑前

況を見定めながら区内経済の

成を︒⑦網膜色素変性症患者

川区長を先頭にビジョンに掲

リー化を︒⑤パラスポーツの

活性化につながる予算編成を︒ ⑫練馬こぶしハーフマラソン

④収用にかかる地権者に丁寧

げる施策を着実に進め︑保育

るよう取組を︒⑥公共自転車

②危機管理室と各部が一層連

の暗所視支援眼鏡を日常生活

20
楽しさを体験できる機会の拡

代への健康診査を

直撃を受け区政︑区財政を取

15

は状況を見極めながら開催を︒ な説明を︒⑤公園の管理は福

30

安等で登校できない児童の学

度には全校設置を︒⑪感染不

アコンは計画どおり令和７年

に求めよ︒⑩学校体育館のエ

かり保育料算定方法改善を国

負担増となる私立幼稚園の預

ようデジタル化を︒⑨保護者

区のシステムに送受信できる

査機関から電子データのまま

ステムは確認審査報告等を検

カメラ設置を︒⑧建築情報シ

替えを︒⑦緑地公園内に防犯

大型自転車等の駐車空間へ切

50

12

所等待機児童ゼロの達成をは

ロの継続を︒④多くの医療的

予算は﹁第２次みどりの風吹

作成システムの利用率向上を︒ への対応に全力を︒⑦帯状疱

除く全議員により︑決算特別委員会︵委員

230

くまちビジョンの実現に向け︑ 区政を前に進めるためにも︑

11

6
令和3年
（2021年）
11月18日 No.222

区 議 会 だ よ り

歳以下の子どもたちの検

習の保障と適正な成績評価を︒ 生かしワクチン接種ができな
連経費は区民に分かりやすく

りの工夫を︒③オリ・パラ関
合意なく進めないよう都に求

街道間の外環の２事業は住民
して制定を︒⑩精神疾患を持

意思疎通に関する条例と独立

働で決定を︒⑭特別支援教室

もに停留所設置は地域との協

ていく必要がある︒

組みに生かすため自宅療養支

来の在宅医療と在宅介護の仕

体制構築と予算増額を︒⑭将

で地場産農産物を活用できる

や農業者等が連携し学校給食

ラン見直しを︒⑬保健給食課

保のため教員の働き方改革プ

ラブでの障害児への支援は障

連携し周知啓発を︒⑳学童ク

つくるようアイメイト協会と

ザーから直接声を聴く機会を

受入れ拒否を減らすためユー

周知啓発を︒⑲盲導犬の店舗

増を懸念︒警察や都と連携し

ペットの飼育放棄や動物虐待

査環境拡充を︒⑱コロナ禍で

の地域包括ケアは関係機関と

支援の拡充を︒⑧精神障害者

り親家庭の生活実態を踏まえ

期実施を国に求めよ︒⑦ひと

ク製品の拡大生産者責任の早

原発を掲げよ︒⑥プラスチッ

ルギービジョンに脱炭素・脱

対象者の早期拡充を︒⑤エネ

示せ︒④住まい確保支援事業

判断するシチズンシップ教育

を︒㉑子どもたちが自ら考え

の外国籍児童生徒の実態調査

物の重量軽減を︒⑳就学不明

レットの配布を︒⑲通学時荷

ク環境改善を︒⑱教員用タブ

雇用を︒⑰学校のネットワー

の増額と図書館管理員の直接

充実を︒⑯学校図書購入予算

めよ︒⑮特別支援教育の研修

の

分に１便の実現のため運

中で進めるな︒⑬みどりバス

宿線立体化は住民合意がない

養者支援の拡充を︒⑫西武新

期的なＰＣＲ検査等と自宅療

増やせ︒⑪子育て施設での定

つ人向けのショートステイを

ラブは再開を︒校外学童クラ

児解消を︒⑰休室中の学童ク

以下の学童クラブ増設で待機

業を明確に区分せよ︒⑯

っこクラブは学童とひろば事

年数の制限に反対を︒⑮ねり

の教員配置基準引下げと通室

意見表明を行う︒①税金の収

決算認定に賛成の立場から

区内産業の育成を図り︑

援の検証を︒⑮コロナワクチ
害特性等により多岐にわたる︒ の連携充実を︒⑨就労継続支

を︒㉒ギフテッドの子どもへ

い

ン未接種者が差別的扱いを受
援Ｂ型事業所の新報酬体系の

の支援を︒㉓子育て施設職員

⑫子どもと向き合う時間の確

けないよう配慮を︒⑯ＳＮＳ
保護者のニーズを聴き可能な
周知を︒⑩ＤＶ相談支援員は

水被害に有効な止水板の設置

各特別会計決算の認定に賛成︒ 抑制への着実な取組を︒⑧浸

等整備の要請を︒⑦雨水流出

波の経験を踏まえ入居型施設

増加︒手厚い支援を︒④第５

ロナ禍で再創業の相談件数が

連携等で更なる推進を︒③コ

事業は学校教育ＩＣＴ化との

討を︒②地球温暖化対策啓発

定着やコスト削減に向けた検

万人の区民︑高齢者対策に一

層の努力をすべきである︒

ふくし蒼風会︵１人︶

への支援の在り方等の検討を︒

⑤マンション管理適正法の改

推進計画の策定を︒⑥幼稚園

のＩＣＴ化推進への手厚い支

援を︒⑦オリ・パラ教育の今

後の展開に期待︒⑧保育士の

研修体制整備を︒オンライン

○

認定

国民健康保険事業

○

○

○

×

×

○

○

○

認定

介

険

○

○

○

×

×

○

○

○

認定

後期高齢者医療

○

○

○

×

×

○

○

○

認定

公

○

○

○

○

○

○

○

○

認定

・オンデマンド開催も検討を︒

蒼

結

区民の財産と安全を守るべく

ブの更なる休室はしないこと︒ 納方法は全国統一化に合わせ︑ 正により区の関与権限が拡大︒

練馬区議会立憲民主党︵３人︶

ポストコロナも見据え︑事業計画の精査を

転手確保等に支援を行うとと

﹁豊かさ﹂を取り戻す︑予防と復興政策を

を活用し妊婦への正しいワク
ことから対応を︒㉑保育園で

人

チン情報の発信と感染した妊

奨励金支給を︒㉔区立保育園

今後の厳しい状況予測から事

費用の助成を︒⑨非常時の児

令和２年度一般会計および

⑪虐待対応拠点での面前ＤＶ

の委託後２割の子どもに心配

業計画の精査や再編と区民の

童生徒の学習機会確保のため

令和２年度決算に対する各会派の態度

婦が安全に出産できる体制を︒ の医療的ケア児の研修は保育

関係機関連絡会議に出席せよ︒ の定期的なＰＣＲ検査と特別
対応は見逃さず迅速に︒⑫保

な点が出現︒委託・民営化の

代以下の区

実効性あるオンライン授業体

オ ン ブ ズ

×

士全員が受けられる体制を︒
健所非正規職員の安定的・継

見直しを︒㉕保育園・学童ク

理解が必要︒①

制の構築を︒⑩児童生徒への

立 憲 民 主

○

公

明

果

続的な勤務体制を︒⑬西武新

職員のメンタルヘルスの動向

校関係者や保護者に丁寧な対

主権者教育は義務教育段階か

かし可能なものは区の直営に︒ イン授業の柔軟な運用を︒⑪
③都市農業は観光施策とも連

らの取組を︒⑫子どもがスマ

党

×

産

イ ン ク ル

×

共

練 馬 会 議

○

⑰ＰＣＲ・抗原検査の特徴を

今こそ︑インクルーシブな練馬をめざして！

ラブの質の向上を︒㉖子育て

を注視し予防やケアを︒②委

宿線立体交差化に伴う補助

スタート応援券は窓口を一本

年度任用職員の労働環境改善

号線整備事業は計画線上の学
コロナ禍の今こそ丁寧な合

応を︒⑭前原交差点〜新青梅

携し魅力発信を︒④コロナ禍

ホを正しく利用できる教育を︒

党

○

民

会
化しオンライン申請を︒㉗練

心理的な影響を認識しオンラ

を︒②コロナ禍で女性の生き

後の地域コミュニティー形成

⑬様々な発達障害児に対応す

整えキャリア・スキル向上を︒ 援を︒⑭幼保小連携協議会に

党

○

自

風
馬城址公園に古城の塔を残せ︒ 託事業から得たノウハウを生

意形成の積み重ねを︒①常勤
づらさが顕在化︒居場所づく

に一層の支援を︒⑤生活保護

るため保護者や従事者等の支

なにより命︑暮らし守り︑住民福祉の増進を

のための支援を国や都に求め︑ ケースワーカーの組織体制を
区としても法定外繰入れを行

オンブズマン練馬︵１人︶

都財政調整金にたより行政努力が見えぬ決算

障害児専門の会議体の設置を︒

⑥都に河川・下水道・貯留池

太陽光発電設備設置の補助額

に家賃等固定費の支援を︒⑤

可能とし拡大せよ︒④事業者

対象をコロナ前の収入と比較

え︒③保険料のコロナ減免の

日本共産党練馬区議団︵５人︶
練馬区一般会計︑国民健康
保険事業会計︑介護保険会計
および後期高齢者医療会計の
４決算に反対する︒
反対理由は︑コロナ対策が
不十分で︑区民・事業者への
支援が行き届いておらず︑住

を引き上げよ︒⑥持続化給付

和２年度練馬区後期高齢者医

般

場

民合意のない再開発事業を推

オンブズマン練馬は︑議案

1人

会 計

金や家賃支援給付金の再実施

療会計歳入歳出決算︑議案第

号・令和２年度練馬区公共

号・令和２年度練馬区一

第

般会計歳入歳出決算に反対し︑

1人

車

と十分な補償を国や都に求め
よ︒⑦フードドライブ事業の

駐車場会計歳入歳出決算につ

3人

会派名

進する等︑住民の願いに応え
億円の基金を活用し︑

議案第

号・令和２年度練馬

窓口を常設し子ども食堂等に

5人

保

ていないため︒
約

区民の命と暮らしを全力で守

いては賛成の立場をとる︒
歳出決算︑議案第

ではあるが︑長年の財政調整

今回の決算は辛うじて黒字

クシー券の年齢制限を撤廃し

２年度練馬区介護保険会計歳

号・令和
精神障害者手帳２・３級にも

5人

○賛成 ×反対

インクルーシブな練馬をめざす会︵５人︶

40

金に頼る区政の体質を改善し

区国民健康保険事業会計歳入

66
号・令

拡充せよ︒⑨手話言語条例は︑ 入歳出決算︑議案第

6人

駐

63

74

11人

共

る区政を求め︑以下要望する︒ 効果的に配分せよ︒⑧福祉タ
①会計年度任用職員の更新の
上限を撤廃し経験加算を支給
せよ︒②国保等保険料引下げ

65

護

230

30

62

＊自民党の議員数は、議長を除いた人数

15人

一

12

化や昇給制度等を整備し会計

決 算 特 別 委 員 会

30

64

993

区
議 会
会だ
だよ
より
り
区 議
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