長 跡地は︑

か年計

画で︑新しい産業関連施設︑

区

民からは︑桃が丘地域の児童
文化芸術の活動拠点などとし

生まれ変わる予定である︒住

の病院で︑小児２次救急医療
館や小学校が廃止されると子
て活用を図る予定であり︑現

改善し︑芝生化の円滑な推進

を結ぶ区間が開通するが︑ 明会開催の要望は首都高速道

長

段階的供用に

スカレーターの設置︑駅舎と
歩道の段差解消を行う予定で

年度末を目途に用地確

ある︒二方向避難路について
も︑
保を進めていると聞いている︒
②Ｊ Ｒ東日本に対し︑改めて
東口のバリアフリー化を要請

年度用地取得の意向

を示したが︑地域住民の願い

たずに取り組む︒

た事業については︑改定を待
はどうか︒②

区中︑中野区

修のモデルハウスをつくって
や老朽化した施設の整備︑少

今後は︑学校再編に伴う経費
事業執行方法の見直しなどに

の推進︑職員の柔軟な配置︑
どを利用し︑法的罰則規定を

ージやマナーキャンペーンな

和状態だ︒対策が急務では︒

車駐車場は︑すでに利用が飽

②中野駅北口の２カ所の自転

を図るべきと考えるがどうか︒

徹底し︑その上で厳しく対応

罰金や懲役があることを周知

①自転車利用についても︑

早急な自転車駐車場整備を

自転車利用のマナー徹底と

する︒

安心安全なまちづ

れいじ

から利用を視野に入れている︒

くり︑地域活性化などの観点

区 長

すべきと考えるがどうか︒

にこたえ︑確実に用地を取得

区は

取得せよ

本町２丁目郵政宿舎跡地を

路株式会社に伝える︒

全線開通ではないため︑

区

きではないか︒

る︒住民説明会を開くべ

りの交通渋滞が心配され

中し︑山手通りや本郷通

中野本町出入口に車が集

に努めていきたい︒
新中野駅周辺整備を問う
新中野駅周辺は︑歩道の安
全確保︑放置自転車問題など

か年計画には︑新中野駅

多くの課題を抱えているが︑
①
より︑山手通りから首都
高速道路に車が流れるた
め︑山手通りや周辺街路
の交通緩和も考えられる︒説

長期的視点で歳入を確保し
佐野

豊かな区民サービス提供を
自由民主党・民社クラブ
執行方法を検証し︑最適化を

学校は︑武蔵台小学校に決ま

がどうか︒
教育長

今後は条件を

している︒また︑耐震化の特

工事助成が不可欠なことを示

害に強いまちづくりには耐震

ない︒他区の取り組みは︑災

だけが耐震工事助成の予定も

積率の緩和など︑総合的な施

のための商店街の活性化︑容

産業の導入︑人口の増加︑そ

伸び率は

年度決算によれば︑住民税の

かが財政上の鍵となる︒①

子化対策などにどう対応する

より︑縮減を進めていく︒
含め広報するなど工夫したい︒

護者が地域︑地域活動から離

になったときく︒子どもや保

バリアフリー化を急げ
①東京メトロ中野新橋
駅のエレベーター設置お
よび二方向避難口整備の
検討状況はどうか︒②Ｊ
Ｒ 東中野駅の東口は︑今
もって階段しかないが︑
バリアフリー化に向けた

長

①

年度に予

検討状況はどうか︒
区
定されている中野新橋駅

図るとともに︑利用の適正化
を図る考えである︒

結果によると︑児童・生徒数

部科学省が公表した全国調査

学校給食費の未納問題で文

子どもと向き合う時間が減る

事態といえる︒未納原因とし

る計算になり︑かなり深刻な

１００人に一人が未納してい

北原 奉昭

環境を整備し︑教師の時間の

ようでは本末転倒である︒も
っと先生の仕事をシンプルに

校内ＬＡＮなど情報基盤の整

時間を多くつくるべきだと思

ントの配置やスクールサポー

教育長 学力向上アシスタ

うがどうか︒

一部軽減し︑教育の充実を図

ターの導入など外部人材の活
用を進めるとともに︑校内Ｌ
ＡＮなど情報基盤の整備など
を進めて事務の効率化を図る
ことにより︑教師の負担を一
部軽減し︑教育の充実を図り
たい︒
子ども医療費助成の実施で
財政は大丈夫か
中野区は今年の 月から中
学生までの通院・入院にかか
る医療費を所得制限なしに無
料化することとした︒子育て
支援策としてはありがたいが︑
無料化には不必要な受診や時
間外診療を増やす可能性もあ
り︑その結果︑医療費の増大

近藤

自治会との関係︑学校教育へ

につながるのではないかとの

無所属

の地域の人材活用︑防災活動

心配の声があるがどうか︒

は︑保護者の子育てにかかる

長 子ども医療費助成
の多様な結びつきをさらに発

経済的負担を軽減する施策で

区

展させていくことが期待され

必要と考えている︒

あり︑区は少子化対策として

先生がさらに忙殺され︑

に苦心し︑それを受けて

いる︒制度を変えること

導する教育改革が進んで

くり︑また現在︑国が指

でもいろいろな制度をつ

教育委員会では︑これま

の仕事を抱えて忙しい︒

先生が授業以外に多く

教師の仕事をシンプルに

区でもさらに努力したい︒

ていると認識している︒中野

に結びついており︑これまで

の拠点など︑地域社会と密接

さえ子

ることができると考える︒

ることにより︑教員の負担を

備などで事務の効率化を進め

教育長 外部人材の活用や︑ して︑子どもたちと向き合う

ないか︒

使い方の見直しをすべきでは

自由民主党・民社クラブ

学校給食費未納問題を問う

の駅舎改築に合わせ︑エ

②現有面積の中で有効利用を

別減税は︑自治体に工事助成

策が必要だ︒歳入拡大策につ

る割合が上昇しており︑全体

となって初めて︑超過勤務手

な部分とを切り分け進めたい︒
教員が本来の仕事に

子 ど も︑ 行 政・
･

に信頼関係を持つことが

中野新橋駅︑東中野駅の

制度がないと申告できない︒

いての区長の考えは︒②義務

区最低であった︒

するべきではないか︒

補強工法や装置の展示会は以
経費を圧迫している︒早急に

的経費の中で︑扶助費の占め

前から開催しており︑今後も
対応策を示すべきではないか︒

長 ①木造住宅の耐震

実施していく︒②耐震補強工
③

るべきと考える︒税の減免に
当が縮減されたが︑施策の内

年度予算では︑田中区政

事は区民自らの責任で対応す

区

区は耐震改修工事助成を実施

長 ①区報︑ホームペ

に説明し︑意見や要望を聞く

った︒南部地域から選定され

政府の教育再生会議は︑教

障害者の自立支援給付
自己負担額の軽減を図れ

５倍の１６８件︑さらに︑

医によるメンタルへルス相談

調査によれば︑教員の勤

大切である︒ＯＥＣＤの

倍に急増している︒ 相談環境を充実させてきた︒

務時間のうち︑実際の授

事業相談を開始し︑その後も

このため︑職員の自己管理が

業時間の割合が日本は最

る渋谷区では︑今年度の精神

中野区と同程度の職員数であ

促進された︒また︑継続して

低である︒会議時間の見

件であり︑

れていく中で︑一人の民間人

原校長が就任してから約３倍

数は︑民間から起用された藤

杉並区の和田中学の入学者

住民の自治意識の変革へ

公教育の充実から

誇りをもって取り組める

確保など︑本来の仕事に

べ件数が増えたと考えている︒ 直 し や 事 務 の 代 替 要 員 の

相談する職員が多いため︑延

保健相談件数は

中野区の状況は非常事態と言

ぶれのない情報発信で
奥田 けんじ
認識しており︑これからも不
断に考えていきたい︒
行政としてあるべき
会計制度の設計を

の起用により︑学校も住民の

メージ図や︑理念を文書化し
たミッション・ステートメン

これまでもあらゆ

トなどを作成し︑ホームペー

長

区

に３千万円も計上している︒

含めた共同住宅化を検討して

けの住居も用意してはどうか︒ り︑同じ区内の小学校で︑

べきではないか︒②近隣地を

このまま事業を進めた場合︑

境がつくられ︑一方では

一方は教育上︑最良な環

を十分に設けたい︒②関係地
これまでと同じ環境とい

①意見を聞く機会

者の負担金はどうなるのか︒
権者との合意に至らなかった
う格差が生じる︒維持管

区 長

長 用地取得費は︑過
ため︑区有地での住宅整備を
理体制︑支援の仕組みを

区が負担する開発費用や開発

去の取引事例を参考に計上し
考えている︒③ファミリー向

区

ている︒中野駅周辺のまちづ
け住宅の併設も計画している︒ つくり︑学校の芝生化を

基づき︑開発者などに任意の

の負担を考えており︑全体の
育再生のための基本的な考え

進めていくべきだと思う

くりは︑開発者負担の原則に

枠組みは早期に固めていきた
方などの第１次報告を決定し

公教育再生への見解は

い︒協力金は︑財務省の売却
た︒この報告では︑教育再生

寄付金である﹁開発協力金﹂

条件の中に盛り込み︑早い段
階から周知徹底を図ることで︑ のためには︑教育委員会の存
ついては国・都に申し入れを

在意義をも根本的に見直すと
策検討や︑事業者が減収によ

岩永

開発者などの理解と協力が得
障害者自立支援法の見直し
容はどうか︒

している︒教育委員会は︑大
行っているところである︒

られると考えている︒
り運営に支障が出ないように
収入増対策強化︑企業誘致や

①区税や保険料の

を求める運動により︑国は利
対策をとるべきではないか︒

援︑ファミリー層の定住確保

都市基盤整備︑区内産業の支

山手通り地下の首都高速中
策の推進などにより︑歳入の

保健相談延べ件数についての

間と共通な部分︑行政に特有

月に

遅れの住民説明会を求める

長

用料や食費などの改善を行っ

子どもの居場所を確保せよ
来年４月︑仲町小学校︑桃
丘小学校が廃校になり︑桃園

区

きな変革期を迎えることにな

た︒①区は周知の徹底を図り︑
いく︒②障害者自立支援法は︑
央環状新宿線は︑今年
拡大を図っていく︒②運用や

第三小学校が統合新校として

首都高中央環状新宿線工事

るが︑今後の区教育委員会の

対象者が不利益を受けないよ
利用者の利用量と所得に応じ
高速４号新宿線と５号池袋線

ートや行政コスト計算書など

桃丘小学校跡地に
再生について︑どのように考

うにすべきだがどうか︒②利
た負担と︑国・自治体の費用

えるが︑①その原因について

て︑約 ％の学校が

良好な職場環境をつくり出す

①十分に配慮して

えているのか︒

用料１割負担についての軽減

ともに元気で︑持てる力を十

どのように分析しているのか︒ を作成してきたが︑今後も民

上部階に置いた場合でも︑備
見解は︒

と同様に︑社会情勢の変化に

取り組める環境を整備せよ

駐し︑職員の健康相談にあた

伴い︑職員の職場環境も大き

員︑ 保 護 者

長 ①社会全般の傾向

②乾電池については３年
っている︒このうち︑精神保

く変化し︑精神保健相談のニ

蓄物資には︑時代ととも
年度は１月末までで７１２件

教育においては︑学校・教

程度︑ろうそくについて
年度は

教育委員会の三者が同じ

に変化するものもあり︑

と︑田中区政となってからの

件であったが︑翌年には約

内容の見直しは適宜行っ
５年間で

と考えている︒

ていかなければならない

災害時に必要とされる備

は使用期限はない︒また︑ 健相談延べ件数は︑

ーズも増加していると考えて

目標に向かい︑かつ相互

区

のは区長の責務である︒区で

長

上の問題について︑さまざま

しいが︑限られた校舎を有効
二分に発揮し︑区民に満足し

いのが現状である︒この

無所属

明快な経営方針を示せ
区長は就任以来︑明確なゴ

倉庫の果たす役割は大きい︒

ような状況を踏まえ︑開

いる︒②平成

年度から専門

ように工夫していきたい︒ は︑健康相談室に保健師が常

蓄物資の搬出が容易にできる

区

時代が変わる中︑備蓄物資全
活用する上で︑必ずしも１階

保｢護者

①備蓄倉庫は１階

に設置されていることが望ま

区 長

教育委員会の制度

体の見直しも検討すべきと考
てもらえる仕事ができるよう︑ ②区長就任後︑急増した精神

人︑

区 長

の責任感や規範意識﹂をあげ
に限定できるわけではない︒

められるのに納めない﹂ケー
スが主だと考えていることが
わかる︒①中野区立の小中学
校で︑給食費の未納者は︑何
校で何人いるか︒また︑未納
額は︒②給食費未納の督促は︑
主に事務主事と副校長が対応
していると聞くが︑このこと
で時間をとられ︑本来業務に

年度の給

支障が出ている︒教育委員会
としての見解は︒
教育長 ①平成

校︑未納者数は

食費の未納校は小中学校あわ
せて

区民要望にこたえて
むとう 有子

学童クラブの時間延長を
無所属
べきではないか︒

ール︑全体最適︑継続的な改

少子化が問題となる中︑子

もたちの放課後の生活時間な

善といった明確な経営方針で

長 職員体制や︑子ど

どを考慮し︑開設時間を通年

区

過度な負担がかからないよう︑ サービスを求めているのか意

夜７時まで延長することは︑

①ほとんどの倉庫が校舎の３

設時間の延長を実施する

公会計について︑発生主義
信に問題があるのではないか︒ による会計など議論の素地が

る﹂ように見える︒情報の発

できつつあるが︑行政は利益

自治意識も変わっていった︒

策 や 意 思 決 定 が﹁ ぶ れ て い

見を伺い︑区民が望む子育て

良好な職場環境づくりを

サービス向上につながる

支援策を講じることが急務で

取り組み体制を整えていきた
い︒

長を望む声が多数寄せられて

々から︑学童クラブの時間延

中野区では災害時の避難所

いる︒現在︑学童クラブの開

避難所備蓄倉庫を整備せよ

カ所を

として小中学校など

を追求する民間企業とは目標

公教育を充実することで学校

一貫した理念に基づき区政運

階に設置されているが︑３階

区が増えてきている︒区

はないか︒区政のあり方のイ

過労によるうつ病などが社

が違い︑短絡的なコスト分析

を軸に地域のコミュニティが

設時間は︑平日は午後６時︑

に陥ると︑本来目指す区民サ

広がった︒そんな仕掛けづく

指定しており︑各所には食糧

ービスの最大化から遠ざかる

営がなされていることが見え

ことも起こりうる︒これを補

りが教育委員会にはできる︒

会問題となる中︑心の健康対

うのが目標と成果による経営

中野区も是非真剣に﹁学びた

土曜日や夏休みなどの休み中

とＰＤＣＡサイクルによる改

や生活用品など︑避難所に必

ジや区報で区民がいつでも確

い︑学ばせたい学校﹂をつく

る状態をつくることが必要で

認できるようにしてはどうか︒ 善の実施だ︒ＴＯＣスループ

るための仕掛けづくりに取り

区

ュニティの核として︑町会・

教育長 学校は地域のコミ

ット会計の考え方を参考に︑

は午後５時までとなっている︒ 策が重要である︒職員が心身

の倉庫は非効率的であり︑搬

民要望にこたえ︑希望者
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