で︑他区に比べて診断を受け
る機会も多いと考えている︒
今後︑設計費の一部助成も検
討し︑さらに促進していきた
いと考えている︒

１
２
３
４

１

副区長制について

︵自・民︶

篠 国昭

教科書採択について

︵自・民︶

吉原 宏

１

︵民主ク︶

藤本やすたみ

公約・政治姿勢について

︵自・民︶

しんじ

１

伊東

地域の視点に立った防災施策につ
少子化対策について
上鷺宮地区地区計画について

２
改正教育基本法について

自治体における国際交流事業のあ
４

３

有子

り方について

いて

むとう
︵無所属︶
本町２丁目用地︵郵政公社跡地︶
について
プラスチック製容器包装の回収に
食品衛生監視指導の強化について

ついて
３
その他

けんじ

１
﹁ケータイ特派員﹂制度について

コミュニティ・スクールについて

職員構成のバランスについて

︵無所属︶

２

年度は全体で

回開

催されており︑そのうち１月

答

と考えている︒この問題への
回と全体の約６割

と２月に
が開催されている︒各団体の
活動を踏まえ︑適切な時期に
開催していきたい︒

補助を行うため︑金具代につ
いては区民の負担を求めてい
る︒
個人住宅への耐震改修助成
長沢議員 区が行っている
補助により個人住宅の耐震診

行う件数が多いことは評価で

災

向上も図っていきたい︒

対応の中で︑女性の受験率の

組織運営上︑最も大きな問題

３

奥田

４

２

１

その他

やながわ妙子
︵公

産︶

南中野地域の防災まちづくりにつ
いて
その他

来住 和行
︵共
地域センターを廃止しないことに
東中野まちづくりの問題について

ついて
２

クレ・サラの多重債務者への対応

いて

東ノランド︵東中野５︱ ︶につ

４

３

１

２

１

３

２

区民サービスの向上について

区政運営について

公立小中学校の信用度アップにつ

地域子ども教室・放課後子ども教

区報の内容と配付について

その他

５

２
３
児童の体力向上プログラムについ

４

明︶

いて

４

室事業について

支援について
５

防犯・交通安全のための区民活動
都市基盤施設整備と交通対策につ
て

いて
環境に配慮した施設整備について

選挙開票事務の効率化について

︵市 民︶

はっとり幸子

１
介護予防について

明︶

施政方針説明について
２

︵公

正勝

１
財政運営について

大泉

２
認知症などを地域で支えることに

５

ついて

３

和彦
産︶

年度予算中の個別事業について

中野駅周辺整備について

４

３

長沢
︵共

学校施設の改善について

１ ２００７年度予算案について
２
について
山手通りの問題について

もに︑より大きな成果を出す

５

る︒所得がないというだけで
ため︑各部を連携させ︑動か
奥田議員 区は︑中野区経

野方駅と沼袋駅の改善について

減免をするのではなく︑個々
すことが必要となる︒トップ
営改革指針の中で︑男女共同

平和行政について

の実情に応じて適用するもの
マネジメントをチームとして
参画社会をめざした職場づく

４

であり︑同市と同様の制度を
機能させることで︑区政全体
りを掲げている︒しかし︑区

防
長沢議員 現在︑高齢者や

きる︒しかし︑木造住宅が非

断を受け︑その後改修工事を

障害者の住宅の家具転倒防止

常に多く︑耐震強度に問題の

家具転倒防止器具代の補助

区政の意思決定に参画する管

工事については︑区の補助が

ある住宅が依然として多い中

のに対して︑管理職の割合は︑

管理職の男女比率

導入する考えはない︒
の経営サイクルが機能するこ
の職員構成では︑女性が多い

はっとり議員 区長と副区

トップマネジメント体制
とを目指している︒

３

行行 財財 政政
区民税の減免制度
長沢議員 年金生活者の税
金や医療・介護の負担が増大
している中で︑川崎市のよう

むとう議員 未利用地を抱
理職の男女比率が︑区民の構

なされているが︑金具代自体

は急務であるがどうか︒

８対２と男性が圧倒的に多い︒

ト体制という新たな制度がつ
える現状を踏まえ︑不動産の
成と著しくかけ離れていては︑ を運営する避難所運営会議の

避難所運営会議

申請時の生活が著しく困難な
くられた︒トップマネジメン
取得は慎重に判断すべきだ︒

はどうか︒新年度に役員を改

ている︒金具代も補助すべき

災害時の避難所

状況にある場合︑独自に市民
ト体制が機能するには︑事業

野区においては︑耐震補強改

伊東議員

税の減免措置を講じている自

修費自体を区が助成すること

選する団体は多く︑年度当初

リアルタイムで表示すること

にもない︒もっと柔軟に考え︑ うにしていく︒

また︑その報告が文教委員会

Ｏ２などの排ガス測定数値を︑ 学校は困惑していると聞く︒

公平性を保ち︑かつ効果的に

答 限られた財源の中で︑

科書についての意見を聞くよ

評価を得ている︒今後も︑教

説明するまでを助成すること

診断士が補強計画を作成して

は困難である︒区は︑女性管

億円の予算を計上した︒ 理職を増やすことについて︑

億円︑

は︑都の補助金が活用できる

年度

ではないか︒

が示されていないが︑道路用

を求めてきた︒区は首都高速

つながるのではないか︒

地と同様であれば︑持ち出し

る考えはないとしているが︑

作成中で︑各学校が作成する

答 体力向上プログラムを

観点から学習指導要領が改定

に伴い︑愛国心を育むという

吉原議員 教育基本法改正

都市計画マスタープラン

線の一部が供用開始される︒

プログラムの中にこれまで学

された場合には︑それを教え

月には︑中央環状新宿

大泉議員 都市計画マスタ

数値を表示するよう改めて要

校が取り組んできた運動に加

本年

ープランの改定作業はどのよ

望すべきでは︒

ガスが周辺に与える影響は︑

けていきたい︒今後文教委員

ラッグフットボールを位置付

え︑学校の実態に合わせ︑フ

導育成する立場として︑愛国

がない︒区立学校の教師を指

る教師が変わらなければ意味

換気塔から排出される
りの基本計画と第３次住宅マ

小さいと聞いている︒測定結

会︑ＰＴＡにも話をしていく︒ 心を育むことについて︑今後︑

答

スタープランもリンクさせる

果の平均値は︑公表されるこ

新たな教育基本法に基

どのように指導していくのか︒
答

篠議員 上鷺宮地域の地区

権により教科書の採択権が各

書が出版されている︒地方分

にとっても︑いろいろな教科

っていく︒

その趣旨を踏まえた指導を行

つくられると聞いているので︑

づき︑新たな学習指導要領が

計画で︑道路整備のための私

区市町村教育委員会に移った

吉原議員 歴史教科書を例

教科書採択

べきという意見もあるが︑ど

要請する考えはない︒

ととなっており︑即時表示を
年度は改定に向けた

有地の提供については︑地域

こともあり︑区教育委員会と

吉原議員 国際交流協会へ

上鷺宮地区の地区計画

の理解を得られていない︒現

して︑使用している教科書に

の支援のあり方については︑

年度は素案を策定し︑改定

三つの計画案の改定作業は個

在の提案が難しければ︑対象

ついての児童・生徒の意見︑

各自治体での国際交流事業の

東中野のまちづくり

案をまとめていきたい︒また︑

別に行うが︑できる限り整合

エリアの限定など︑他の手法

教師の評価などを把握するし
来住議員 東中野では︑２

東中野駅周辺のまちづくりな

価値を生み出すことが前提で

財産を提供しあって公共的な

に子どもたちの意見や教師の

ては︑採択の年に︑区で独自

答 教科書の採択にあたっ

があるのではないか︒

るのか見直しを検討する必要

これまでと同様に支援を続け

国際交流協会
性を図って進めていく︒

を考えなければ先に進まない

直営化の流れなどを踏まえ︑

どが進行している︒いずれも

あり︑区民が納得し︑自らの

区画整理事業は︑私有

くみを検討してはどうか︒
棟の超高層マンション建設問

予算措置︑開発許可などによ

問題として解決することが重

題︑東中野駅の線路上空活用︑

り︑区が関与しているが︑Ｊ

要だ︒しっかりとしたまちづ

教

育
体力向上プログラム
教育委員会は︑

来住議員 これまで近隣住

いう新競技を全校で行うこと

﹁フラッグフットボール﹂と

︵電話３２２８ ―
５５８５︶

︻問合せ︼区議会事務局

ぜひご覧ください︒

ージに掲載します︒

次第︑中野区議会ホームペ

放送予定などは︑決まり

などの録画放送です︒

内容は︑各議員の一般質問

中野︶で︑議会のテレビ放送を行っています︒

中野区議会では︑ＪＣＮ中野︵シティテレビ

○中野区議会定例会︵一般質問︶を
テレビ放送しています︒
Ｒ上空活用については︑Ｊ Ｒ

合を決定する予定である︒

藤本議員

民は︑首都高速中央環状新宿

とし︑各学校に伝えたところ︑

体力向上プログラムとして︑

線の整備に関し︑換気塔にＮ

山手通り環境問題

進めていきたい︒

くりの検討を︑区民とともに

調査設計を行っている︒来年

用に関し︑区とＪ Ｒは共同で

答 東中野駅の線路上空活

に負担を求めるべきでは︒

答

と考えるが︑どうか︒

見直し方針の策定などを行い︑

答

のように考えているのか︒

今後改定を予定しているみど

うに進めていくのか︒また︑

愛国心教育

競技の選択肢を広げて取り組

耐震診断については︑

に実施することが︑各団体の

づくりが具体化した機会をと

答

どのように考えているのか︒
立場や役割を認識した人選に

年度は︑用地取得費︑

内訳はどうか︒
答

組みを進める︒

りは第３次事業化計画優先整

らえ︑順次事業化を図ること

警大等跡地の道

むべきだと思うがどうか︒

はほとんどないと考えている︒ 道路︵株︶に対し︑要望をす

年度は︑公園整備費である︒ 選考の受験率が低いことが︑

管部だけに任せず︑区長や副
神田川沿いの整備や南部公園

西武新宿線連続

は体験し得ない経験や技能が

はっとり議員 健康都市・

会議︑主治医も含めたサービ

大泉議員

路︑公園などの都市整備にか
かる財源の見通しは︑区の一

度は︑区が基本設計経費を計
盛り込まれたが︑高齢者が健

般財源からの持ち出し分を含

し︑妙正寺川沿いにウォーキ

上しているが︑事業規模を確
康公園に立ち寄り︑体を動か

道路用地取得は国︑都

めてどのように考えているか︒ 定した上で︑Ｊ Ｒとの負担割
答

せるように︑全区的に配置を
して取り組むべきではないか︒

17

答 男女をあわせた管理職

年度

にも関わらず自己負担となっ

各事業部がそれぞれの

り︑区は︑

年度の開催状況︑開催時期

なげ︑全体のマネジメントを

区民と同じ目線での区政運営

個別具体的な事情に応じ減免

本町二丁目用地の取得にあた

本町二丁目郵政宿舎跡地

33

治体がある︒中野においても︑ 部制の中で縦と横の関係をつ

に︑前年度の所得基準に併せ︑ 長３人制のトップマネジメン

17

19

17

年度以降は︑ 公園用地取得は︑財調算定額

区長から発信すべきでは︒

役割・機能に責任を持つとと

答

と思うがどうか︒

措置を検討すべきではないか︒ コントロールすることが大切
答 減免措置は︑生活が著
しく困難で︑担税力の弱い方
を救済する趣旨でとられてい

子ども・家庭
時代が大きく変わる中︑ に健康遊具を設置するなど︑
区内全域に健康づくり公園を

答
今後を見据えた区政運営が必

基本に︑組織全体を一定の理

配置するよう検討していく︒

念や方向性に基づいて動かせ

伊東議員

西武新宿線連続立体交差

都市整備

要である︒区長からの発信を

藤本議員 地域子ども教室

地域子ども教室

事業は︑文科省が３カ年の事
るよう︑副区長がしっかり機

ヘリコプター臨時離着陸場
業として︑全国で実施してき
能できるようにしたい︒

中野区役所一帯
て︑区も３年間取り組んでき

伊東議員
は広域避難場所であり︑輸送
たが︑その評価と課題は︒
答 多くの子どもたちの活

保健・福祉

拠点にも指定されている︒陸
上輸送が困難な場合の救援物
資や人員の緊急空輸を考慮し︑ 動の機会が設けられ︑地域の

立体交差事業に関する区内の

習得でき︑地域の交流の場と

備路線に入っていない︒もみ

放課後子どもプラン

ス担当者会議︑民生・児童委

となっている︒もみじ山通り

少子化対策の施策の方向

19

都市計画道路４路線のうち︑

ヘリコプター臨時離着陸場候

なったと評価している︒課題
中野の実現に向け︑認知症高

じ山通りは現道のない部分も

認知症高齢者の包括ケア

補地とし︑輸送拠点との連携

齢者に対し︑包括ケアを推進

あり︑西武新宿線の立体化ス

今後東京都と協議し︑地域防
災計画の修正の中で︑ヘリコ
プター臨時離着陸場の候補地

年度

藤本議員 地域子ども教室
〜

区所管道路であるもみじ山通

を図るべきではないか︒
は︑学校︑家庭の参加・協力

しているが︑関係機関連携の

ケジュールも視野に入れ︑慎

警察大学校等跡地は︑

場である地域ケア会議の現状

重かつ段階的に事業を進める

答
広域避難場所の一部でもあり︑ をさらに進め︑区内全域で展

は︒また︑今後の地域の高齢

ことが必要と考えるが︑整備

として検討していきたい︒

開していくことと考える︒

者見守り事業を︑どう考えて

方針はどうなっているか︒

事業の委託費は︑

った︒これを受け継ぐ放課後

１５００万円︑約２千万円だ

員なども含む地域懇談会を開

の連続立体化事業の採択に向

都市計画道路は︑まち

子どもプランへの区の持ち出

催している︒今後も︵仮称︶

答

しは２７０万円︑補助金を含

け︑早稲田通り以北の事業化

地域ごとのケース支援

とで︑防災公園の実現に向け

めた総事業費は８００万円と︑ 総合公共サービスセンターの

も視野に入れながら地域の皆

はそれぞれ約９００万円︑約

て踏み出すことになる︒東大

整備とあわせ︑地域のネット

答

いるのか︒

みどり豊かな防災公園

附属南側敷地には貴重な樹木

３分の１だ︒区はもっと熱意

さんと勉強会を進めている︒

洋研究所の移転が決定したこ

がたくさん残っている︒震災

ワークを構築していきたい︒

地域子ども教室を継承する事

やながわ議員 健康遊具の

答 放課後子どもプランは︑

どりの保存に配慮した計画づ

業だが︑積算の根拠や事業の

ある公園整備が 年度予算に

地域の憩いの場所として︑み

くりが必要である︒また︑海

組み立てが従来とは違ってい

警察大学校等跡地整備

洋研究所の移転後︑早急に用

る︒条件を整備して︑新事業

健康遊具のある公園づくり

地を取得して防災公園の整備

南中野の防災まちづく

を図るべきと考えるがどうか︒ として再構築したい︒
答

りは︑地域の協力のもと長年

ングコースを整備する︒また︑ 金で需要額算定されるため︑

支出金と起債によって賄う︒
区の行っている施策は︑現状

一般財源の持ち出しはほとん

公園に健康遊具を設置

る︒防災公園整備の客観的条

肯定的な対症療法である︒普

運動指導員を配置して︑健康

答

件が整いつつある今︑樹木の

通に結婚するのが当然という

どないと考えている︒また︑

起債償還額は︑財政調整交付

保存を十分に念頭においた公

維持や介護予防に資する取り

篠議員 少子化が進む中で︑

20

新たに設けられる防災公園を︑ 協力も得られ︑家庭や学校で

08

方向の施策展開に向けて︑所

にわたり進めてきた事業であ

19

12

3

08

42

20

09

を持って取り組むべきでは︒

年度の海

18

時の避難場所として︑日頃は

やながわ議員

16

園建設に全力を尽くしたい︒

本会議中継

20

09

19

予算特別委員会では、
2月27日、28日の2日間、
11人の議員が予算全般について、質疑を行い
ました。質疑の項目と主な内容は、次のとお
りです。

予 算 を 問う

予算特別委員会
総括質疑

平成19年度

（6）
平成19年
（2007年）
4月29日
第203号
第203号
平成19年
（2007年）
4月29日
（7）

