己開発や再チャレンジの機会
申したとのことである︒より

年度の予算措置を警視庁に上

設置要請を行ったところ︑

改修計画も予定され︑工事期
が与えられる必要性を述べて
早期に設置されるよう︑今後

た雇用や社会参加のための自

で︑外郭団体の改革の一環と
間中の児童などへの負担が大
いる︒これは我が議員団が提
も働きかけていきたい︒

﹁きこえとことばの教室﹂の

して財団法人を解散して任意
きい︒また︑喘息の児童数が
案する︵仮称︶総合奨学金制

行財政５か年計画の中

団体とし︑これまでの交流事
区で一番多く︑健康状態が

答

業が継続実施できるよう運営
度と同趣旨であると認識して

るなど状況も変わってきてお

活動を位置付ける条例ができ

を補助してきた︒区民の公益

小に通学させ︑工事完了後に︑ 人づくり基金の設立を働きか

桃三小の児童を仲町小︑桃丘

画を推し進めている︒一旦︑

完了させるために︑無理な計

心配だ︒

の方と懇談する際︑︵仮称︶

が重要であり︑区長が経済界

いる︒官民挙げての取り組み
地域センターは︑

の地域センターを５カ所に集

スを提供している︒区は︑

地域に深く結びついたサービ

来住議員

地域センター廃止

年４月に統廃合を

り︑区が直接交流するあり方

新校に通学させるべきでは︒
けてはどうか︒

についても︑検討する時期が

カ所

に引き続き職員を配置し︑オ

約する予定であるが︑

用拡大や企業の活性化にも結
ンラインシステムを活用した

人づくりは︑区内の雇

など︑学校と相談し︑配慮し
びつけた形で進めることが望

答

て進めたい︒学校再編計画を
窓口サービスを継続すべきで

答 工事時期︑授業の方法

来ているのではないかと考え
ている︒
公立学校の信用度アップ
ましい︒この認識のもと︑経

地域センターは５カ所

変更する考えはない︒

答

はないか︒

極的に進めていきたい︒

済界の方との意見交換など積

コミュニティ・スクール
カ所

の小中学校の信用度アップに

に向かい︑信頼関係を築くこ

の三者が︑それぞれ同じ目標

と子ども︑行政と教育委員会

育には︑学校と教師︑保護者

おり︑開票事務の改革に取り

正確性と迅速性が求められて

事務は︑行政サービスとして︑ る︒オンラインの活用につい

答

開票作業の迅速化は大

ても検討中である︒

工事助成など︑暮らしを支

は︑前年度比１００億円余

平成 年度一般会計予算

上するなど︑大規模開発優

た野方駅北口の開設に向け

することになりました︒ま

区として長年の懸案に着手

増額︑認証保育所等の保護
者補助の制度化など子育て
世代への経済的支援は︑待

ます︒
民主クラブでは︑これら
多くの事柄を是とする一方

ラスチック製容器包装の回収
を拡充する︒区内の半分の地
域で実施されるが︑区民にご
み減量の理解と協力を求める
以上︑区立施設が行わないの
は納得できない︒いつから回
収・資源化を実施する考えか︒

第１回定例会

議決をしたものです︒
●東京二十三区清掃一部事務
組合規約の変更について
東京二十三区清掃一部事務

り︑議決をしたものです︒

組合規約の変更の協議にあた

定数より１０３人減となる２
●中野区乳幼児の医療費の助
成に関する条例の一部を改

６２１人とします︒

職員の定数を改め︑現行の

を改正する条例

可決した議案

区長提出議案
次︶

●平成 年度中野区一般会計
補正予算︵第
●中野区長等の給料等に関す
正する条例

億４
る条例等の一部を改正する

歳入歳出にそれぞれ
５５０万円を追加し︑予算の

答 現在︑本庁舎から出る
廃プラスチックは︑産業廃棄
①助成の対象者および範囲
の変更などを行います︒②医

条例
地方自治法の改正に伴い︑

合計額は︑９５２億６６７５

療証の交付などについて規定

部を改正する条例
例

画審議会条例を廃止する条

●中野区男女共同参画基本計

①飲食店営業許可申請手数

●中野区事務手数料条例の一

条例など５条例を改正します︒ を整備します︒

中野区長等の給料等に関する

物として都の中央防波堤処分
場に埋め立て︑処分している︒ 万８千円となりました︒

保険事業特別会計補正予算

●平成 年度中野区国民健康

スチックの資源化に向け︑検
︵第 次︶

今後︑区立施設が出す廃プラ

討していきたい︒

９５３８万１千円を減額し︑
料などの額を改定します︒②
会を廃止します︒

億

予算の合計額は︑２９７億１
建築基準法の改正に伴い︑構
●中野区保健福祉審議会条例

歳入歳出からそれぞれ

奥田議員 携帯電話は︑多
６１万９千円となりました︒
造計算適合性判定手数料を新

﹁ケータイ特派員﹂制度

くの区民に利用されており︑
●平成 年度中野区老人保健
の一部を改正する条例

男女共同参画基本計画審議

情報伝達の手段として優れて

所掌事項などを変更します︒

例の一部を改正する条例

設します︒

に関する条例の一部を改正

感染症の予防および感染症

●中野区職員の特殊勤務手当

する条例

の患者に対する医療に関する

１次︶

感染症の予防および感染症

法律の改正に伴い︑組織など

医療特別会計補正予算︵第

の患者に対する医療に関する

を改めます︒

いる︒携帯電話のメール機能

法律の改正に伴い︑規定を整

●中野区奨学金貸付条例及び

を利用し︑区民から︑写真付

備します︒

中野区女性福祉資金貸付条

していきたい︒
特 別 会 計 補 正 予 算︵ 第
次︶

保育所の保護者補助など子

どが含まれたこともあって

校等跡地の用地取得費用な

耐震設計の実施︑商店街活

駅北口の開設︑小・中学校

中野駅前広場の整備︑野方

増になっています︒人件費

上されました︒

性化支援など多くが予算計

歳出では︑我が会派が要

整備など︑着実な区民福祉

懸案の小児救急医療体制の

費は︑区民の要望に応え︑

子どもたちの居場所づくり

増額︑学校施設を活用した

て支援策が拡充されます︒

廃止する条例

①国民健康保険の保険料率︑

一部を改正する条例

について

す︒②平成 年度の保険料に

保険料の減額の額を改定しま

介護納付金賦課限度額および

特別区競馬組合規約の変更

●特別区競馬組合規約の変更

副収入役を廃止します︒

●中野区国民健康保険条例の

規定を整備します︒

●中野区感染症診査協議会条

きで地域情報を得る仕組みづ

●中野区立幼稚園教育職員の

例の一部を改正する条例

歳入歳出にそれぞれ４億９

くりなどを検討してはどうか︒ ８８０万円を追加し︑予算の

給与に関する条例の一部を

歳入歳出からそれぞれ８億
７５７２万５千円を減額し︑
予算の合計額は︑１５３億４

婦健診の拡充︑私立幼稚園

予算は︑９８５億円余︑平

育て支援策が拡充︒また東

約１００億円︑ ・３％の

の削減などにより︑収支の

策定を見た﹁財政運営の考

今後も我が会派が提案し︑
後増大する財政需要を展望

え方﹂に示された起債・基

改善が図られたものの︑今

するとさらに行政改革に取

望したもののうち︑中学３

の拡充が求められます︒

り組まなければなりません︒ 金計画に基づく予算編成で

年までの医療費無料化︑妊

次世代へ責任果たす区政を
市民自治

警察大学校等跡地に整備す

の推進とキッズプラザの開

保育所などの保護者補助の

る防災公園と道路用地取得

設準備など︑子育ち・子育

年度予算で最大の事業

億円です︒環境に配
慮した緑あふれるバリアフ

障がい者の社会参加をす

の約

リーの街なみにする開発者

すめるための移動支援や手

すみます︒今後︑認知症や

話通訳派遣事業の拡大がす
民間事業者のサービスに関

介護家族を支える地域のネ

私たちが提案していた︑

する紛争調整を行う第三者

ットワークの再構築が必要

への条件整備を求めます︒

機関の設置︑地球温暖化対

です︒
次世代への責任を果たす

策地域推進計画の策定がよ
うやく実現します︒

●中野区副収入役設置条例を

０２４万３千円となりました︒ 支給割合を変更します︒
●平成 年度中野区一般会計
予算
●平成 年度中野区用地特別
会計予算
●平成 年度中野区国民健康
保険事業特別会計予算

医療特別会計予算

●平成 年度中野区老人保健

●平成 年度中野区介護保険
特別会計予算
︵予算額は１面に記載︶
●中野区職員定数条例の一部

新たな か年計画の２年

保護者補助費の増額︑認証

成 年度と比べ︑警察大学

目となる平成

年度の当初

公明党議員団

改革を推進し成果を区民ヘ

電話３２２８│８８７０

合計額は︑２３２億７４８０
万円となりました︒

改正する条例

学校教育法の改正に伴い︑

答 さまざまな情報交換の

●平成 年度中野区介護保険

期末手当および勤勉手当の

区は︑ 年度︑ 方法が考えられるため︑研究

区立施設の廃プラ資源化
むとう議員
約２億円の予算を計上し︑プ

区議会を

区民のくらしは︑定率減

える施策や区民要求に十分

増と︑大型の予算となりま

先の予算となっています︒

︻問合せ︼区議会事務局

傍聴してみませんか
本会議や委員会の傍聴は︑

ための公園整備︑さらには︑
野方駅北口開設工事費など
が盛り込まれました︒これ

税の縮小・廃止や年金課税

に応えているとはいえませ

した︒
この中には︑警察大学

上最高の１０４億円もため

日本共産党議員団は︑大規

で︑副区長定数︵３名︶︑
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篠議員 小学校から公立中
学校へ進まない生徒が約３割
という状況である︒地域の厳
に集約するが︑残りの

つながらない︒地域の協力を

とが不可欠である︒コミュニ
組む自治体が増えている︒経

子どもたちの教

得ながら本当に子どものため

ティ・スクールの成功のポイ
費の削減にもつながる時間短

奥田議員

になる施策展開に取り組み︑

ントには︑人を引きつける機
縮に向けた︑これまでの取り

しい目を自覚しないと︑公立

地域に発信すべきでは︒

能︑地域と学校を結びつける
組みと︑今後の対策は︒

についても︑証明書の手渡し

２学期制になるなど︑教育課

機能︑地域本部の機能の三つ

変重要と認識しており︑分類

選挙開票事務の効率化

程の充実を図っている︒各学

が挙げられる︒これらの機能

から内容審査までの開票作業

などについては︑検討してい

校でも︑保護者や地域の協力

を持つ︑コミュニティ・スク

はっとり議員 選挙の開票

を得て︑夏季休業中や授業中

ールの実施に向けた取り組み

年度に中学校全校が

の取り組みを行っている︒三

の見直しを行って来た︒今後

答

者がそれぞれの役割を果たす
を検討してはどうか︒

望の方は︑会議の当日︑区議

も公正で迅速な選挙を目標に︑ どなたでもできます︒傍聴希
開票システムを改善し︑ロス

学校をより開かれたも

のにしていき︑地域の力を学

答

と同時に︑連携をとって成果
をあげていきたい︒発信につ
いては︑今後検討したい︒
会 事 務 局︵ 区 役 所 議 会 棟 ３

ださい︒受け付けは会議開会
分

前からになります︒本会議は

の１時間前から︑入場は

側道路が拡幅されたことによ

します︒

ちの方は︑事務局でお預かり

は禁止となっています︒お持

なお︑携帯電話の持ち込み

人です︒

定員１００人︑委員会は定員

地域から信号機設置の

・３％増︑警
らの事業は︑区民生活の一
層の向上を図るもので︑真
に区民本位の予算であると
大きく評価します︒

か年計画﹂を実現す

区は︑﹁新しい中野をつ
くる

るため︑﹁財政運営の考え
方﹂を公表しました︒我が

か年計画﹂

会派としては︑この﹁考え
方﹂に沿い︑
﹁

に掲げる４つの戦略と行政
革新を着実に進めていくこ
とを強く期待します︒

時に引き返す勇気も大切！

拡大︑高齢者の健康増進の

動支援の充実︑区民健診の

障害者の就労促進事業や移

初期救急医療体制の拡充︑

ども医療費の無料化︑小児

援としての中学生までの子

が主張してきた︑子育て支

この予算には︑我が会派

の増となりました︒

億７１００万円︑１・５％

いた実質的な増減では︑

地取得などの当初経費を除

察大学校跡地道路や公園用

年度と比べ

は９８５億４千万円で︑

平成 年度一般会計予算

自由民主党・民社クラブ

か年計画の着実な推進を

要望を受け︑所轄の警察署に

答

ではないか︒

信号機を早急に設置するべき

ドを出して進入する車も多い︒

り︑交通量が増加し︑スピー

やながわ議員 東大附属西

階︶で傍聴の手続きをしてく

タイムの排除に努めたい︒

施政方針説明で

東大附属西側道路信号機

校教育に生かすために︑それ
らの機能を充実させていくこ

大泉議員

︵仮称︶総合奨学金制度

区政一般

統廃合に向け︑ とが大切と考えている︒

桃園第三小学校の改修計画
むとう議員
桃園第三小学校の改修工事が
予定されている︒同校の土地
は高低差があり︑統合する仲
町小︑桃丘小に比べ︑度重な
る増築で︑耐震に問題がある︒
全面的な改築を行うべきでは︒
さらに︑統合計画策定時には
なかった体育館の建て替えで︑ は︑すべての人が自分にあっ

大規模開発やめ暮らし応援

民主クラブ

による増税と︑介護や障害

ん︒また︑区民の願いに背

等跡地整備にかかる道路・

込み︑基金は２８１億円に

た自由通路及び駅舎改修等

地域センターの︵仮称︶区
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ために︑さらに改革をすす

特別区人事及び厚生事務組

合規約の変更について

●特別区人事及び厚生事務組

ものです︒

の協議にあたり︑議決をした

規定を整備します︒

法施行令などの改正に伴い︑

規定します︒③国民健康保険

を緩和するため︑経過措置を

ついて︑税制改正に伴う激変

養費資金及び出産資金貸付

償の基準を定める政令の改正

及び学校薬剤師の公務災害補

合規約の変更の協議にあたり︑ ●中野区国民健康保険高額療

条例の一部を改正する条例

に伴い︑規定を整備します︒
●中野区職員の勤務時間︑休

出産資金の借受けの要件を
変更します︒

組合休暇を規定します︒

一部を改正する条例

日︑休暇等に関する条例の
資金貸付条例の一部を改正

●中野区老人保健高額医療費

する条例

●中野区立幼稚園教育職員の
勤務時間︑休日︑休暇等に

老人保健法の改正に伴い︑
引用条項を整備します︒

関する条例の一部を改正す
る条例

●中野区道路占用料等徴収条
例の一部を改正する条例

組合休暇を規定します︒

●決議︵ 件・前助役に対す

議員提出議案

①占用料を改定します︒②
道路法施行令の改正に伴い︑
引用条項を整備します︒

改正する条例

●中野区立公園条例の一部を

る感謝状贈呈に関する決議︑
議員に対する表彰方に関す
る決議︶

①公園の学習室の使用料を
規定します︒②区立公園の占

●中野区議会会議規則の一部
を改正する規則

用料および利用料金の限度額
を改定します︒③使用料と占

所要の改正をします︒

地方自治法の改正に伴い︑
ととします︒

●中野区議会委員会条例の一

用料の金額を条例で定めるこ

●中野区立妙正寺川公園条例

伴い︑総務委員会の所管を定

部を改正する条例

●中野区資産活用木造住宅耐

める規定を改めます︒②地方

の一部を改正する条例

震改修工事費等融資利息等

自治法の改正に伴い︑所要の

①中野区組織条例の改正に

資金貸付条例の一部を改正

改正をします︒

公園の使用料を改定します︒

する条例
住宅金融公庫から独立行政
法人住宅金融支援機構への移
行に伴い︑規定を整備します︒
●特別区道路線の認定につい

︶

て︵中野区野方六丁目
番

特別区道路線を認定します︒
●中野区立小学校及び中学校
の学校医︑学校歯科医及び
学校薬剤師の公務災害補償
に関する条例の一部を改正
する条例
①補償基礎額および介護補
償の金額を改定します︒②公

受け取らない

日本共産党議員団

者の負担増で︑一段と苦し

いて警察大学校跡地の土地

公園用地の取得費が含まれ︑ ち望まれていた施策と言え

も達しています︒新年度予

模開発優先の予算を改め︑

の設計や︑周辺道路の整備

民活動センターへの転換に
ついては︑再考すべきもの
と考えます︒行政には時に

また︑負担の均衡を図る

めるべきです︒

求めない

までの医療費の無料化︑私

くなっています︒ところが

購入に 億円もの費用を計

算には中学三年までの医療

いのちと安全︑福祉や教育

など︑地域要望を的確に捉

ことも︑高く評価します︒

は立ち止まり︑考え直す勇

ために︑私立幼稚園︑認証

立学校の学校医︑学校歯科医

贈らない

立幼稚園の保護者補助金の

年度だけで史

費無料化や介護軽度者のベ

の充実で暮らしを応援する

区財政は︑

ッド購入助成︑野方駅北口

これからも区政の大もとを

少子化対策が緊急な課題に

えた施策を前進させている

一方︑障害者や高齢者︑子

変え︑暮らしを支える区政

開設などは評価できますが︑ 組替え動議を提出しました︒

育て世代への負担軽減や︑
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気も必要です︒

2

中野区議会は、
虚礼等の廃止を決議しています
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なっている今︑中学３年生
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の実現に全力を尽くします︒
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各会派
の見解

学校施設の改善︑耐震補強
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平 成１９年 度
予算に対する

（8）
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
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