般

質

問

っていきたい︒

表示を工夫しながら充実を図

ども踏まえて︑共通の視点や

専門家の意見や最新の知識な

だす
しんご

一

をを た

第 １回定例 会

区政
特別支援教育のスタートに
万全な準備とサポートを
大内

える学校の改築計画はどうな

解を得るべきでないのか︒ えていく︒改築計画は︑今後
当該用地の取

き︑誰もが再チャレンジでき

誰もがその能力を生かして働

税の非課税限度措置を区条例

努力が必要だ︒そこで︑区民

せ︑高齢者の負担増を抑える

ではないか︒
①胃がん︑肺がん
る環境を整えることが大切で
に盛り込むことを提案する︒

された建物が音を遮へい

年度の
あることを基本認識として述
歳以上の高齢者で︑前年の

している︒増設について
などの集団検診は︑

長

は︑個々の状況を確認し︑ 休日実施の試行に向け検討し
べた︒その上で︑自治体とし

区

ている︒②国の指針は︑視触
合計所得が１２５万円以下の

し︑反射するためと理解

緊急に対応が可能かどう
診検査とマンモグラフィ検査
場合︑非課税にするものであ

超音波検査は視触診検査の中
区

長 地方税の賦課徴収

充実など具体的にお示しした︒ る︒見解はどうか︒

て特に今後力を入れるべき施

か調査したい︒
の併用実施としている︒一方︑ 策について︑子育て支援策の

区民健診の充実を図れ
で医師の判断で行われるため︑
マンモグラフィ検査は不要に

①区民健診を土日や夜

ならない︒超音波検査の有効
全国画一的に取り扱うものと

らきちんと述べられるべ

新たな牽引役が重要である︒

きたが︑①計画の進ちょく状

で利用できる集会室︑娯楽室︑ きるよう︑具体的な取り

地には︑高齢者から子どもま

海洋研究所は

組みが求められている︒
①メタボリックシンドロ
ームに関するチラシを作

年男性の多い企業などに

けた計画はどうなっているか︒ 成し︑区内全世帯や中高
現在︑施設内容や

配布する考えはないか︒

駐車場部分を活用し
酒井 たくや

は副区長の定数を３人とする

地方自治法改正に伴い︑区

副区長は３人必要か

民主クラブ

﹁東ノランド﹂の継続を

している部分も暫定利用
であるため︑保育園整備後は︑
駐車場部分を活用して﹁東ノ
ランド﹂の運営を継続しては
どうか︒

年第４回定例会に提

て遊び場機能の展開を図る︒

野小学校や公園などを活用し

保は︑当該用地でなく︑東中

か︒人口規模も財政規模も大

が︑特に急ぐ理由はあったの

で審議しても間に合うはずだ

出し︑可決された︒今定例会

条例を

また︑新たに開設する保育園

きくない中野区で︑なぜ３人

子どもの居場所確

は︑乳幼児親子が利用可能な

も必要なのか︒職員削減を進

区 長

施設とする予定である︒

ＩＴの導入︑区立図書館との
イントラネットの整備を推進
すべきではないか︒
教育長 ①今後︑コストな
どの問題点を精査し︑ＩＣタ
グ導入に向け検討する︒自動
貸出機についても︑タグの導
入と併せて検討する︒②学校
図書館の地域開放のあり方や︑
区立図書館との連携のあり方
について検討を行う中で︑学
校図書館のＩＴ化などについ
て検討を進めたい︒
木の暖かさを実感できる
木造建築の推進を
木造建築には︑室内の結露
を防ぎ湿度を調整する︑音の

ップから︑直接メタボリック

を導入してはどうか︒また︑

の盗難防止のため︑ＩＣタグ

規模改修の際には︑校舎内に

る︒区立小中学校の新築や大

温もりがあるなどの利点があ

反響や光の反射を和らげる︑

シンドロームなどに関するペ

利用者の便宜およびプライバ

②区のホームページのト

ージが開くよう改善してはど

木造建築を取り入れるべきで
自らの健康状態をチェックで

るとともに︑地域の利用を拡

児童・生徒の読書活動を広げ

出機を導入してはどうか︒②

にあたっては︑木材などの素

長 施設の改修や改築
きるシートなどを掲載しては

材を適宜使用していきたい︒

のとなるよう工夫する︒③食

示は︑区民に分かりやすいも

したい︒②ホームページの表

より︑小児科病棟を閉鎖

では︑深刻な医師不足に

施していた中野総合病院

小児２次救急医療を実

東京都から毎年約３億円

かせ 次郎

おり︑地域の切実な要求にこ

日本共産党議員団

再開に向け努力せよ

区
どうか︒③区は︑﹁食育推進

大するため︑学校図書館への
内の関係機関と連携し︑協議

①健康づくりに関

しながら策定すべきと考える

長

がどうか︒
区

育に関わる地域活動団体や医

することになり︑区内で
乳幼児が緊急時に入院で
きる病院がなくなってし
まった︒再開を目指し病
院と話し合うべきではな

書館の現システムのリース契

の補助金を受けて運営されて

いか︒また︑警察病院は︑

約が切れるが︑その際︑図書

①平成 年度には︑区立図

図書館サービスの向上を

ＩＣタグやＩＴを導入し

連携し︑策定を進めたい︒

師会︑学校など︑関連機関と

するＰＲ方法について︑検討

小児２次救急医療の

計画﹂を策定中であるが︑区

はないか︒

うか︒さらに︑そのページに︑ シー確保を図るため︑自動貸

いさお

長 団員の減少を防ぎ︑ 員確保に努める︒

況は︒②広域避難場所の安全

多目的ホール︑地域センター

への掲載など努力したい︒②

でに移転予定である︒移

は地方税法に基づいて行うも

間などに受診できるよう

税と負担増に対し︑区は激変
して定められている︒国の法

区独自の負担軽減策を

にすべきでは︒②乳がん
性について新たな考え方が出
緩和の措置を設けただけで︑

方式へ移行することにより︑
きではなかったか︒また︑

区

団員数を確保するため︑都︑
消防署︑消防団と検討し︑団

あらゆる機会をとらえ

中央線近隣のどの駅よりも遅

性を考えると︑周辺地域であ

が統合した複合施設を地域住

る︒国・都の補助事業が終了

保育園の障害児枠は今後検討

転後早い時期に用地を取

岡本

区民の健康増進を
公明党議員団
健康は︑区民にとって

路や鉄道の横断をなくすのは
れている︒改札口の階段の段

る南台１・２丁目の不燃化率

民は熱望している︒建設に向

長 階段は 年度実現

区 長

住宅への建替えは

足の状況にある︒消防庁は新

したい︒幼稚園については特

得し︑東大西側道路に接

ので︑非課税措置については

検診は︑マンモグラフィによ
ているという報道があるが︑

健康で文化的な生活を

年度に高齢者を襲った増

る精密検査を行っているが︑

舎を改修し利用するが︑現在

自由民主党・民社クラブ

地図上のマークや注意を促す

１日も早い野方駅北口
はスロープやエレベーターが

育が始まる︒区として実証的

は︑市内の 小学校区ごとに︑
超音波検査も導入し︑状況に
ていきたい︒

本年４月から︑特別支援教
なくバリアフリー化を推進す
より選択できるようにすべき

律は国会で扱うべきものであ

る必要がある︒計画はどのよ

根本的な手立ては講じられて

野方駅北口の用地取得が一
うになっているのか︒②建築

まだ国の見解ではなく注目し

部で移転補償額などの折り合
後

開設へ区の努力を

な研究を進めていると聞くが︑ 文言を統一し︑全地域で共通

いがつかず︑進んでいないと

り︑非課税制度を区が独自に

の視点を持って作成されてい

聞く︒区の用地買収の補償に

いない︒﹁住民福祉の機関﹂

①全小中学校において校内委
る︒中野区においても︑﹁環

関する考え方は理解できるが︑ るのか︒

長沢

をうかがう︒

日本共産党議員団
区長の施政方針説明では︑
社会保障制度について︑﹁負
東中野５丁目の﹁東ノ

健康で文化的な生

どを優先して︑順次バリアフ
活を保障し︑貧困と格差を固
ランド﹂は︑当初︑地域セ

長

すためにも常識を逸しない範
担と給付の議論に基づいた︑

ンター・保育園・児童館

区

和彦

規定できるような議論には同

員会の設置およびコーディネ
境安全マップ﹂の作成に当た

教育長 ①利用頻度の高い

である自治体として︑国が廃

ーターの指名は済んでいるの
り︑同市のような︑よりわか
利便を受ける区民の多いこと
玄関や昇降口︑１階トイレな

意できない︒

か︒②教員への研修体制は︒
りやすいものをつくるべきと
を考慮して︑早期解決を目指

マップ作成に協力

貧困と格差を是正し

③校内委員会などの学校をサ
思うがどうか︒
区 長

年を経過し︑改築期を迎

ポートする巡回相談は︑どの
ように行われるのか︒④保護
囲で補償額の上乗せを検討し︑ リー化を進める計画である︒
定化させないためには︑国全

の複合施設用地として取

いただいた青少年健全育成地

が求められている﹂というが︑ 体の経済の安定と活性化が不

持続可能で安心な制度づくり

可欠である︒低迷する日本経

者や区民への理解啓発は︑ど
②当面 年間の延命措置を加

この間﹁持続可能﹂の名で行

長

子どもの遊び場︑高齢者

の学校再編計画も考慮に入れ

区

のグラウンドゴルフ場な

得したものを︑計画変更

分野における構造改革に取り

済を立て直すために︑国︑地

組み︑その成果がようやく現

われてきたのは︑区民の負担

もたらしたものは︑貧困と不

検討していきたい︒

得に当たっては︑区民に
防災行政無線の問題を
早急に解決せよ

改善されるのか︒また︑移行
国と自治体には︑貧困と

続・発展させていくためには︑ のである︒現在駐車場と

﹁構造改革﹂が多くの区民に

のため︑乳幼児親子事業︑

理解の得られる基準の中

のさまざまな条件にも相

で地権者や借家人の方々

防災行政無線を受信するパ
的な生活

どに暫定利用してきたも

談に乗るなどの対応をし
ンザマストが未設置のため︑
条の立揚で区政運営を行って

れてきている︒日本経済を持

増とサービスの給付減である︒ 方公共団体︑民間をあげて各

区委員会の意見を十分に聞き︑ その考え方を区民に説明し理

年度中に全校

06

安でしかない︒﹁健康で文化

てきており︑引き続き交
聞き取りにくい地域があると
いくことが︑区長の口か

する以前に︑パンザマストの
格差を是正する役割があ

を保障した憲法
｣

渉をしていきたい︒
聞いている︒ 年にデジタル

増・移設を行い︑早急に解決

いないのはなぜか︒区長

るが︑この問題に触れて

デジタル化にあた
には︑国の政策・方針に

長

っては︑問題の解決に向け︑
よって押し付けられた貧

区

すべきではないか︒

特に︑トイレの整備︑スロー
十分検討していきたい︒聞き

りか

①国の指針は︑既存学校施
プやエレベーターなどの設置

久保

設バリアフリー化の整備計画
困と格差にあえぐ区民が

題を土台に幅広い参加を得て

センター建設計画の推進を

︵仮称︶南中野区民活動

進める︒

きたごう

防災まちづくりを推進せよ

南台地域の

取りにくい原因は︑設置数の

局地的集中豪雨対策として︑
発足させたい︒②サービスの

が重要としている︒統合新校

河川流域にある学校の校庭を
利用状況や障害者の要望など

を早急に策定し︑計画的に推

公明党議員団

バリアフリー化推進を

学校施設の

のように行うか︒
教育長 ①
で完了する予定である︒②研
修会を実施したほか︑個別指
導計画の作成︑事例研究など
による研修を行ってきた︒今
後︑夏季休業中に全教員を対
象に研修会を実施する予定で
ある︒③非常勤の臨床心理士
や必要に応じ医師︑教員など
により構成される﹁︵仮称︶
支援スタッフ﹂を教育委員会
に設置し︑支援を行う︒④パ
ンフレットなどの作成やホー
ムページへの掲載を行う︒保
護者に対しても機会を捉え︑
学校の取り組みを説明する︒
子どもの安全を守る
地域安全マップを充実せよ

めなければならない状況で︑

調節池用地として確保するな
を見て判断したい︒③国の交

年が

自由民主党・民社クラブ
阪神淡路大震災から
経過し︑防災意識の低下が懸
念される︒南台地域は防災街
区整備地区として︑道路整備

秀文

目に入らないのか︒見解

区民や職員の理解が得られな

どの検討も必要だ︒学校再編
付金の利用︑区有地の貸与な

不足ではなく︑設置後に建築

い︒再考すべきではないか︒

はこれだけ大がかりに行うの
どを考えていきたい︒

進する必要性を指摘している︒ ７校のうち５校は︑既存の校

長 他の区と異なり︑

だから︑再編計画は︑未来の

三鷹市の﹁地域安全マップ﹂

副区長に新しい役割を期待し

中野区を見据えたものとすべ

区

ている︒そのための組織づく

バリアフリー化を進めよ

中野駅の

りなど準備の都合から早くし

学校再編にあたり︑

きではないか︒
区 長

た︒すでに議決された議案に
ついて︑現時点で再考する考

困難である︒通学の安全確保
差解消︑エレベーターや多機

〜 ％に高める必要があ

大きな関心事である︒区

は︑実情を踏まえ必要な措置
能トイレの設置はどうなって
を

︵仮称︶南部区民ホール用

を講ずる︒再編の具体化を進
いるのか︒

中野駅のバリアフリー化は︑ と建物の不燃化が進められて

める中で︑通学区域について

すべての通学区域から幹線道

学校再編計画の中に幹線道

再度検証する場合もある︒学

する中で︑今後どう取り組ん

整備手法を検討している︒

国民保護法の施行により︑

災活動の必要性はさらに高ま

るのか︒②保育園・幼稚

不燃化率は ％に改善された︒ 人のところ︑約 ％︑
年度︑都の防災生活圏促
進事業が終了し︑

て団員確保に努力しているが︑

年度導入に向け︑準

別な場合を除き︑既に一般児

する南側敷地に防災公園

民が気軽に健康を増進で

路や鉄道などをまたがる通学

を目途に検討︑エレベーター

安全・防災を考慮せよ

区域があるのは︑問題だ︒通
校︑学校跡地の防災上の活用

でいくのか︒③東大海洋研究

年度中には案を示したい︒

を示すべきではないか︒

られている︒早急に整備計画

も早い防災公園の整備が求め

所移転の動きがあるが︑１日

備を再度要請する︒
障がい児支援策の充実を

ってきている︒一方︑区内の

有事の際の避難誘導など︑防
附属西側道路の拡幅を含める

消防団員は︑中野消防団︑野

①新設道路や東大

初に相談できる窓口︑的確な

％︑補助事業による不燃化

と︑地区計画道路の整備率は

長

情報を求めているが︑区

区

はこの要望にどうこたえ

①障がい児の親たちは︑最

消防団員確保に協力せよ

改修が必要であり︑Ｊ Ｒへ整

区

学路の安全確保︑災害時の避
や多機能トイレは駅の大規模

から検討すべきである︒また︑ 中で位置付けていく︒

地域密着型の新しい
佐藤 ひろこ

福祉サービスの提供を
市民自治
高齢者や障がい者︑一人ひ
とりが人として大切にされる

方消防団あわせて定員５００
園での障がい児の枠は何

②

人不

件あり︑

人拡大されるのか︒③認
可外保育園児への支援策

国の密集事業が終了する︒現

規消防団員募集のＰＲを通し
はどのようになっている

区としても団員確保に協力す
①情報誌﹁お

在︑密集事業の期間延長と︑

のか︒
長

るべきではないか︒

区

ひるね﹂の適切な配布を

と同じ方法で募集している︒

の整備を考えている︒今

年度末ま

備を進めている︒③東大

③保育施設として必要な情報

に加え︑スケジュールを

後︑用地取得の取り組み
努めている︒

の提供や保育者の相談などに

充実させ︑ホームページ

の

国の都市防災不燃化促進事業

年度には

18

地域社会をつくっていくには︑
一人の人を多くの地域の資源
で支援するコミュニティのデ
ザインが必要だ︒コミュニテ
ィの力をつなぐために︑高齢

では︒③地域密着型サービス
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含めた整備方針の検討を

総合防災訓練

者の支援では
地域ケア会
｢

議﹂︑障がい者の支援では﹁地
域自立支援会議﹂のあり方が

なぎ︑問題を報告し︑課題を

の小規模多機能型施設は︑

重要で︑それぞれの分野をつ

共有し︑政策立案に結びつけ

時間３６５日きめ細かく在宅
を支える拠点として期待され

年度設

置する地域自立支援協議会を

ているが︑区への誘導策は︒

る会議が必要だ︒①

区はどのように立ち上げるの

①障害者福祉に関
係する相談窓口の担当者を中

区 長

は︑多様な場が選べるように

心に始めた検討会議や実践を

か︒②地域活動支援センター

通所施設との併設や新設も可

積み重ね︑そこで出された課
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止したものを区独自に復活さ

学校に設置されたスロープ

については︑区の防災計画の

えはない︒
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