第１回定例会は︑２月
から３月

日

日まで開かれまし

日に区長の施政方針

案を審議しました︒そのうち︑ し︑いずれも可決しました︒

た︒

択し︑１件を不採択としまし

陳情については︑１件を採

野区事務手数料条例の一部を

件を原案どおり可決し︑﹁中

改正する条例﹂を修正可決︑

平成

年度の一般会計︑用

◆反対討論
和行

︵自・民︶

︵民主ク︶

近藤 さえ子 ︵無所属︶

◆反対討論

佐伯 利昭

こしみず 敏明 ︵公明︶

山崎 芳夫

︵共産︶

一般会計︑国民健康保険
地特別会計︑国民健康保険事

２月

た︒

このほか︑副区長に沼口昌

業特別会計︑老人保健医療特

来住

事業特別会計

弘︵ぬまぐち まさひろ︶氏

別会計︑介護保険特別会計の

一般会計

この定例会では︑平成
年度当初

﹁中野区競争の導入による公

人の議員が区政課題について︑ 共サービスの改革に関する条

を選任︑また教育委員会委員

各会計当初予算案は︑全議員

日︑ 日に

例﹂を継続審査としました︒

や

◆賛成討論

一般質問を行いました︒

に大島やよい︵おおしま

を構成員とする予算特別委員

度補正予算︑平成

また︑﹁中野区議会会議規

よい︶氏を任命したいとの提

会に付託されました︒

年

則の一部を改正する規則﹂な

案があり︑いずれも同意しま

件の区長提出議

行い︑再び全体会で採決を行

つの分科会に分かれて審査を

会で総括質疑を行った後︑５

予算特別委員会では︑全体

ど４件の議員提出議案を審議

予算など計

した︒

議案・陳情に
対する討論

（0.4％）

議案・陳情の審査にあたり︑ いました︒

■介護保険特別会計
161億6600万円

３月７日の本会議では︑委

（1.1％）

次の議員が討論を行いました︒

（対前年度伸び率）

一般会計歳入歳出
予算の付帯意見

■国民健康保険事業特別会計
330億4000万円
（9.4％）

員会での審査経過の報告の後︑

（166.7％）

予算特別委員会では︑一般

■用地特別会計
2400万円

次の議員が討論を行いました︒

各会計予算額

︽議案︾

（11.3％）

平成 年度中野区一般会

可決︶

︵共産︶

計補正予算︵第４次︶
◆反対討論
小堤 勇
︵審議結果

︽陳情︾
最低保障年金制度の創設

不採択︶

︵共産︶

を求める意見書を提出す
ることについて

和行

◆賛成討論
来住

︵審議結果

平成19年度

説明を行い︑

４月にオープンした東京総合保健福祉センター江古田の森

区政をただす⁝⁝⁝⁝⁝２〜５面

予算を問う⁝⁝⁝⁝⁝⁝６〜８面

可決した議案⁝⁝⁝⁝⁝８〜９面

予算に対する
各会派の見解⁝⁝⁝９面

面

きものと決した後︑次の意見

会計歳入歳出予算を認定すべ

るものとなるよう︑取り組

真に区民生活の向上に資す

を明らかにし︑その成果が

たっては︑研究課題や目標

請願・陳情の審議結果⁝⁝⁝

を付すことを賛成多数で可決

まれたい︒﹂

株式会社 丸井に要望書を提出

日に正副議長︑中野

会委員が株式会社丸井本社を

周辺の商業者等にとっても深

中野本店の閉鎖は︑区民や

開発計画についての要望書

株式会社丸井中野本店跡地の

周辺市街地活性化に寄与するものとなるよう要望

丸
―井中野本店跡地の開発計画が

３月

駅周辺整備・交通対策特別委

訪れ︑常務取締役に株式会社

刻な事態であり︑当区議会と

望いたします︒

する計画となるよう︑強く要

の活性化やまちづくりに寄与

わいの核として︑周辺市街地

りましては︑中野駅周辺の賑

中野本店跡地の開発にあた

たします︒

体化を図られるようお願いい

の意向等を踏まえ︑計画の具

街等に十分な説明を行い︑そ

今後︑さらに地元町会︑商店

計画であると聞いていますが︑

地元にご配慮いただいた建築

中野本店跡地については︑

丸井代表取締役社長あての要

＊

しても重く受け止めています︒

次のとおりです︒

提出した要望書︵要旨︶は

＊ ＊

望書を手渡しました︒

員会正副委員長および同委員

―

しました︒

主な掲載記事
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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

89

65

19

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

52

20

65

19

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︒

10

70

学校再編計画は

50

60

40

18

21

東中野５丁目用地
警察大学校等跡地

12

25
19

19

公園でのゲートボール

15

難路確保など︑総合的な観点

24

18

地域安全マップづくり
中野駅改札口

学校図書館

23

18

能となるあり方を検討すべき

20

07

（2）

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
（3）

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

89

65

19

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

52

20

65

19

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︒

10

70

学校再編計画は

50

60

40

18

21

東中野５丁目用地
警察大学校等跡地
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25
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公園でのゲートボール
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難路確保など︑総合的な観点

24
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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

長 民間企業の会計基

組み︑住民の自治意識の変革

る場面において区政経営の考
え方をお知らせし︑意見交換

区

準により近づいたバランスシ

20

23

行政としてあるべき会計制度

要な物資が配備された備蓄倉

出時の事故も予想される︒倉

は平日︑土曜日︑休み中︑

12
へつなげてはどうか︒

しかし︑多くの保護者は

庫の設置場所の変更を検討す

いずれの日も夜７時まで

をしてきたが︑端的にわかり
やすくお知らせする必要性は

17

10

19

えるが︑どうか︒

日本共産党議員団

23

が必要と考えるがどうか︒

庫がある︒限られた人員で避

べきではないか︒②停電時に

利用できるように学童ク

難所を開設し機能させるため︑ 午後６時には帰宅できな

使用するランタン用の電池や

06

ており︑経済的問題よりも
﹁納

新中野駅周辺
区政を進めているが︑時に政

必要である︒その際︑学級担

01

現在のところ考えていない︒

育て中の方々が︑どのような

22

14

32

ある︒最近特に子育て中の方

任や事務主事など特定の者に

責任ある体制をつくることが

運営上︑大切な事務であり︑

②給食費の会計事務は︑学校

未納額は約１４０万円である︒

39

中野駅北口の自転車駐車場
地域の運動会

避難所の備蓄倉庫

60

11

ろうそくの使用期限は︒また︑ ラブの開設時間を延長す

学童クラブ
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34

17

50

外部講師による授業

しほ子

区は開発者負担の原則を主張

数年来の大型編成となった︒ 図る考えである︒③民間委託

年度一般会計予算案は︑

20

たえる責任がある︒開設予定

を実施するよう強く求めるべ
どもの居場所がなくなってし

を検討している︒

まうという声が上がっている︒ 在︑機能と施設内容の具体化

きでは︒
再開に向け関係機
桃丘小学校跡地を子どもの居

長

関に働きかけを続けてきた︒
場所︑地域の交流と活動の拠

区

今後も︑東京都︑中野区医師
点として確保すべきでは︒
周辺のまちづくりについて︑
具体的な計画が示されていな
い︒今後どのように展開して
負担で︑障害のある人の自立
を支える制度であり︑独自に

いくのか︒② 年度に都市計
画マスタープランが改定され
負担割合を変える考えはない︒

正信
るまでの間︑新中野駅周辺の

伊藤

な議論があることは承知して

年度に開設予定の︑本町
整備は棚上げになるのか︒
耐震改修工事に助成を
①空き店舗などを活用し︑

①自転車駐車場の

整備のほか︑駅舎や周辺道路

長

おり︑国などでの議論の行方

るが︑①事業者を募集する前
区民が目で見てわかり︑耐震

08

してきたが︑結局︑区が土地

化が進むように︑簡易耐震改

山手通りと本郷通りの交差点

なかったことは残念であ

定である︒②基本構想に沿っ

のバリアフリー化を進める予

区

４丁目の高齢者向け賃貸住宅

自由民主党・民社クラブ

地元の意見を反映せよ

高齢者向け賃貸住宅整備に

会などと十分協議し︑東京警
察病院を含め︑実施の可能性
のある区内病院に積極的に働
きかけ︑でき得る最大限の努
力をしていきたい︒
警察大学校等跡地の
再開発を問う

道路と中央公園の用地取得で
に︑地元の町会や︑近隣住民

校庭芝生化の早期推進を

を見守っていきたい︒

21

は︑ 年度に事業者を募集す

億円︑都市計画道路整備費

年度予算では︑都市計画

10

10

年度に校庭を芝生化する

19

22
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を買い整備することになった︒ はどうか︒③ファミリー層向

19

07
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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

長 民間企業の会計基

組み︑住民の自治意識の変革

る場面において区政経営の考
え方をお知らせし︑意見交換

区

準により近づいたバランスシ

20

23

行政としてあるべき会計制度

要な物資が配備された備蓄倉

出時の事故も予想される︒倉

は平日︑土曜日︑休み中︑

12
へつなげてはどうか︒

しかし︑多くの保護者は

庫の設置場所の変更を検討す

いずれの日も夜７時まで

をしてきたが︑端的にわかり
やすくお知らせする必要性は

17

10

19

えるが︑どうか︒

日本共産党議員団

23

が必要と考えるがどうか︒

庫がある︒限られた人員で避

べきではないか︒②停電時に

利用できるように学童ク

難所を開設し機能させるため︑ 午後６時には帰宅できな

使用するランタン用の電池や

06

ており︑経済的問題よりも
﹁納

新中野駅周辺
区政を進めているが︑時に政

必要である︒その際︑学級担

01

現在のところ考えていない︒

育て中の方々が︑どのような

22

14

32

ある︒最近特に子育て中の方

任や事務主事など特定の者に

責任ある体制をつくることが

運営上︑大切な事務であり︑

②給食費の会計事務は︑学校

未納額は約１４０万円である︒

39

中野駅北口の自転車駐車場
地域の運動会

避難所の備蓄倉庫

60

11

ろうそくの使用期限は︒また︑ ラブの開設時間を延長す

学童クラブ

10

34

17

50

外部講師による授業

しほ子

区は開発者負担の原則を主張

数年来の大型編成となった︒ 図る考えである︒③民間委託

年度一般会計予算案は︑

20

たえる責任がある︒開設予定

を実施するよう強く求めるべ
どもの居場所がなくなってし

を検討している︒

まうという声が上がっている︒ 在︑機能と施設内容の具体化

きでは︒
再開に向け関係機
桃丘小学校跡地を子どもの居

長

関に働きかけを続けてきた︒
場所︑地域の交流と活動の拠

区

今後も︑東京都︑中野区医師
点として確保すべきでは︒
周辺のまちづくりについて︑
具体的な計画が示されていな
い︒今後どのように展開して
負担で︑障害のある人の自立
を支える制度であり︑独自に

いくのか︒② 年度に都市計
画マスタープランが改定され
負担割合を変える考えはない︒

正信
るまでの間︑新中野駅周辺の

伊藤

な議論があることは承知して

年度に開設予定の︑本町
整備は棚上げになるのか︒
耐震改修工事に助成を
①空き店舗などを活用し︑

①自転車駐車場の

整備のほか︑駅舎や周辺道路

長

おり︑国などでの議論の行方

るが︑①事業者を募集する前
区民が目で見てわかり︑耐震

08

してきたが︑結局︑区が土地

化が進むように︑簡易耐震改

山手通りと本郷通りの交差点

なかったことは残念であ

定である︒②基本構想に沿っ

のバリアフリー化を進める予

区

４丁目の高齢者向け賃貸住宅

自由民主党・民社クラブ

地元の意見を反映せよ

高齢者向け賃貸住宅整備に

会などと十分協議し︑東京警
察病院を含め︑実施の可能性
のある区内病院に積極的に働
きかけ︑でき得る最大限の努
力をしていきたい︒
警察大学校等跡地の
再開発を問う

道路と中央公園の用地取得で
に︑地元の町会や︑近隣住民

校庭芝生化の早期推進を

を見守っていきたい︒

21

は︑ 年度に事業者を募集す

億円︑都市計画道路整備費

年度予算では︑都市計画

10

10

年度に校庭を芝生化する

19

22

19

を買い整備することになった︒ はどうか︒③ファミリー層向

19

07
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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）

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）

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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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
（9）

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︶︑

2

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

4

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︒
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中野区議会は、
虚礼等の廃止を決議しています
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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
（9）

区でこの土地を取得するなど

全会一致

いて
︶
第

号陳情 療養病床の

廃止・削減計画の中止と介護

積極的に取り組んでください︒ ︵

│

︽議会運営委員会付託︾
︶第１号陳情 ﹁中野区議

アパートのより良い建替えを

号陳情 住宅耐震化

︵

︶
第

求めることについて
︵

号陳情 ﹁東京都建

の促進にむけた助成制度の創

︶
第

保険事業等の充実を求める意

︵

設について

号陳情 リハビリテ

決

可

決

平成19年度中野区介護保険特別会計予算

○

○

○

○

○

○×

可

決

﹁中野区議

会政務調査費﹂の交付金減額
について
︶第２号陳情

会政務調査費﹂の交付方法に

︵

ついて

︶
第

見書を提出することについて

築安全条例第４条第３項﹂認

︵
ーション日数制限の廃止を求

最低保障年
︵

可

○×

ついて

会政務調査費﹂の使途基準に

︶第３号陳情 ﹁中野区議

定基準の適用について
中野区都市

める意見書を提出することに
︶
第８号陳情

金制度の創設を求める意見書
︵

ついて

︵ ︶第5号陳情

19

を提出することについて
計画マスタープラン一部修正

○×

○

×

○

○

○×

可

決

○

×

○

○

○×

可

決

中野区副区長選任の同意について

○

○

×

○

○

○×

同

意

中野区教育委員会委員任命の同意について

○

○

○

○

○

○×−

同

意

×

×

○

×

×

○−

︽建設委員会付託︾

○

○

賛成少数

○

×

│
を修正仕直すことについて

×

○

︶
第１号請願 西武新宿線

○

○

●本会議録画ビデオ

＊

月に

れる場合があります︒

は変更さ

議会日程

今後の議会日程

次回の定例会は︑

＊

お問い合わせは︑区議会

＊

開かれる予定です︒

詳しい日程は︑ホームペ

事務局︵電話３２２８ ５

本会議を傍聴できない方の

ために︑本会議の様子を録画

ージの﹁区議会からのお知

―

したビデオテープの貸し出し

掲載する予定です︒なお︑

区議会事務局︵電話３２２８

５８５︶へ︒

らせ﹂の中に

月中旬頃に

をしています︒

ご希望の方は︑区役所１階

区政資料コーナーまで︒

●声の区議会だより

また︑地域センター︑区立

│５５８５︶まで︒

できます︒ご利用ください︒

jcp.nakanokugikai＠mbg.nifty.com

号陳情 地域図書館

○

平成19年度中野区国民健康保険事業特別会計予算

︵

決

目の不自由な方のために︑

図書館︑障害者福祉会館など

区議会だよりの配布方法を

なお︑ 年度の発行は︑年

５回︑４月︑６月︑７月︑

komei.nakanokugikai＠mbg.nifty.com

︽文教委員会付託︾

可

区議会だよりを朗読録音した

カセットテープ﹁声の区議会

で貸し出しもしています︒

ください︒

視覚障害者の方へお知らせ

だより﹂を発行しています︒

郵送により無料でお届けし

ます︒利用をご希望の方は︑

新聞折り込みから各戸配布に

変更し︑区議会の情報を区民

月︑ 年１月を予定していま

電話３２２８│５５８５

︻問合せ︼区議会事務局

す︒

のみなさまのお手元にお届け
します︒

また︑区施設︑駅の広報ス

タンドなどでは︑これまでと

同じように手に入れることが

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

この区議会だよりは、再生紙（再生紙活用率100％）を使用しています。

︵ ︶
第

○×

5

33

７館を存続することについて

○

号陳情 都営鷺の宮

平成19年度中野区一般会計予算

鷺ノ宮駅と踏切の改善に関す

︶
第

○

る請願
︵

○

中野サンプ

○

号陳情

○

︽総務委員会付託︾

決

︵ ︶
第

可

第１回定例会における請願・

結 果

民⑵

無所属⑶

市

○×

ラザについて
︵ ︶第４号陳情 Ｊ Ｒ不採用
問題の早期解決に関する意見
書提出について

医師・看護

︽厚生委員会付託︾
︵ ︶第２号請願
師不足対策等に関する意見書

明⑻

産⑻

民主ク⑷

共

公

自・民⒃

○

陳情の審議結果をお知らせし

号陳情 本町二丁目
を提出することについて
小規模通所

報告５件を聴取

○

ます︒︵ ︶内の数字は年で

︶
第

す︒

︵
郵政宿舎跡地をまちづくりに
号陳情

授産施設やグループホーム等

︵ ︶
第

地域のまちづくりの課題解
が障害者自立支援法の新体系

活用することについて

決のために本町二丁目の郵政

２／８

▼文教委員会
報告６件を聴取︑

min-ku.nakanokugikai＠mbg.nifty.com

民主クラブ

siminjichi.nakanokugikai＠mbg.nifty.com

市民自治

Eメール kugikaijimu@city.tokyo-nakano.lg.jp

に移行した後の運営助成につ

報告 件を聴取

２／７

東京子ども図書館を視察

自由民主党・民社クラブ jimin.nakanokugikai＠mbg.nifty.com

区議会事務局まで

19

18

19

×

6

中野区議会ホームページURL

11

http：//kugikai.city.nakano.tokyo.jp/

（平成19年（2007年）
４月１日現在）

区議会 へのご意見、ご要望などは、
だより

20

中野区議会では、いち早く区民のみなさ
まへ情報をお届けするため、ホームページ
を開設しています。会議録、委員会資料、
議員紹介、区議会からのお知らせなどがご
覧いただけます。ぜひご利用ください。

宿舎跡地を活用するよう中野

１／

▼総務委員会

要求資料１件を審

▼区民委員会
１／

区長提出議案

61

平成18年度中野区介護保険特別会計補正予算（第２次）

19

18

意見の分かれた案件（第１回定例会）

16

○

平成18年度中野区老人保健医療特別会計補正予算
（第１次）

日本共産党議員団

FAX 3228‑5693

電話 3228‑5585

▼議会運営委員会
第１回定例会の日

平成18年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２次）

○
平成18年度中野区一般会計補正予算（第４次）

区
議
会
各だ
戸よ
配り
布が
に
な
り
ま
し
た

中野区議会ホームページを
ご利用ください

区議会各会派のEメールアドレス

4

4

4

4

4

4

査︑報告７件を聴取︑家庭

２／６

第１回定例会の招

程などを協議
２／

集日の確認や日程などを協
議

会派名等
（議員数）

公明党議員団

中野区中野4‑8‑1

〒164‑8501

ごみの有料化についての学
習会を開催

報告 件を聴取

▼厚生委員会
１／

報告 件を聴取

▼建設委員会
１／

※議員数は議長を除く。
無所属議員については、会派と同様の扱いで掲載しています。
会派等の略称
自・民：自由民主党・民社クラブ、公 明：公明党議員団、共 産：日本共産党議員団
民主ク：民主クラブ、市 民：市民自治、無所属：無所属議員
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月
13

12

10

15

19

○

中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

第５号陳情 最低保障年金制度の創設を求める意見書を
提出することについて

採
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続
審
査

閉
会
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委
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の
動
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19
26
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意
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不
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審
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結果
果
択
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（10）
平成19年
（2007年）
4月29日
第203号

