一

をを た

般

質

問
Ｊ Ｒにあるようだがどうか︒
教育長

どうか︒

長

業務施設の移転と

区

既存の図書館にと

工事を行う住宅に︑耐震補強

とはなりきれていない︒この

されているが︑紛争予防の力

長

この条例は︑住民

話し合いを基調として第三者

間の紛争について当事者間の

区

条例改正すべきではないか︒

工事費助成を行うべきでは︒

震診断結果による補強工事設

規定を強め︑﹁得ること﹂と

どまらない︑幅広い図書情報

今年４月から︑耐

サービスの体系を構築する必

長

改修により今年度内にスロー

区

プを設置することを検討中と

計費の助成を開始した︒

を早急に取りまとめたい︒

近隣住民の了解を義務に

要があり︑教育委員会の考え

年を見据えた

聞いている︒
今後

その趣旨にそぐわないため︑

中高層建築物紛争条例では︑ の調整を行うものだ︒近隣住

今後︑図書館は地域の文化

近隣関係住民の了解を得るよ

図書館計画を策定せよ
己負担額は︒③特定健診の委
水準を示す公共施設となる︒

住民税増税から区民を守れ

建築主は﹁建築計画について︑ 民の了解を義務付けることは︑

託先として中野区医師会が想

地域拠点館と位置づけ︑中央

が必要な野方・本町図書館を

条例を改正する考えはない︒

医師会と情報交換を行い︑枠

奥田

とで︑拡充する方法や他校で

実施できない理由が明らかに

なるのではないか︒具体的に︑

モデル校の設置について︑検

討しているのか︒また︑今後

の状況をどのように考えてい

や環境︑健康︑安全︑商業の

くることは︑中野の顔づくり

政として支援する仕組みをつ

これは中野の魅力であり︑行

自転車でアクセスができる︒

新宿︑渋谷など近隣の都市に

学校を対象にコミュニティ・

際に地域と連携がとれている

法を分析する必要がある︒実

全校での実践を可能とする方

必ずしも汎用性がないため︑

場合などが中心的であるが︑

どのキーパーソンが先導する

を図っていきたいと考える︒

にコミュニティ・スクール化

ポーター制度を創設し︑全校

合わせて派遣するスクールサ

し︑登録者を学校のニーズに

営にかかわる方を養成︑募集

教育長 地域の中で学校運

るのか︒

視点でも効果的と考えるがど

が魅力となっている︒しかし︑

放置自転車は歩行者の安全

は約７００台の放置自転車が

自由民主党議員団

放置自転車対策を

新中野駅周辺の

スクールの視点で分析するこ

中野を生活の拠点にすると︑ 力がある場合や︑校長先生な

民主クラブ

の魅力を活用せよ

﹁自転車の似合う街・中野﹂

う努めなければならない﹂と

①今後︑特定健診

組みを定めた後︑年内には委

飯島

自転車だけでなく︑高齢化が

進む時代では︑歩いて暮らせ

ある︒② 年度に概ね３００

るまちが大事になってくる︒

その意味では︑道が狭いため︑ を阻害し︑まちの景観を大き

吉原 宏

うか︒

強工事助成が実施されている︒ ちへすぐ移動ができ︑それぞ

公明党議員団

過措置を設けた︒いずれの保
険料も︑算定方法の変更︑減
額制度の新設は考えていない︒
③手当などの金銭給付を新た
に実施する考えはない︒

けんじ

新時代に対応するため︑改修

和行

定されるが︑交渉予定は︒

だす
芳夫
区 長
などの枠組みを定めるととも

に︑関係団体との協議を行い︑ 館︑地域拠点館︑地域館の三

えた図書館計画を策定しては

に着目した特定健診および特

区民負担を軽減し

実施計画を策定したい︒②国
と都の負担分を除き︑一定の
自己負担を求める方向で検討

定保健指導が開始される︒①

来住

住宅耐震補強工事に助成を

日本共産党議員団
定率減税廃止と住民税のフ
ラット化が︑区民生活を直撃

区では︑全戸訪問や無料の耐

中野はまちからま
活保護と同水準となる区民の

震診断を行ってきたが︑９割

長

住民税を減免すべきでは︒②

が安全基準を満たさず︑その

区

増税に連動した国民健康保険

うち１割弱しか改修されてい

区で︑耐震補

料や介護保険料の引き上げ分

ない︒耐震診断の結果︑補強

当区以外の

を据え置き︑救済対策を講じ

している︒①住民税増税で生

るべきでは︒③高齢者・障が

歳以上を対

バリアフリー対策を進めよ
中野駅北口改札の横にある
旅行会社を移転し︑車椅子に

れのまちが個性的であること

健康づくりにおける健診の重

来年度から︑

対象年齢を引き下げよ

要性を踏まえ︑実施内容を検

い者などの低所得者に手当な

歳から 歳ま

山手通りの自転車通行帯
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区政
認定こども園制度を活用し
山崎

働く女性の育児支援を
自由民主党議員団

よう︑必要な支援を行う︒③

女性の社会進出は著しいが︑ 合施設へと機能を拡充できる
出産・育児を機に退職する女

ビジネス支援︑学校図書館と

層構造の配置による蔵書計画︑

その後︑都と特定健診実施率

月には計画案を示したい︒

たす改修を行なう際には︑必

私立幼稚園が一定の基準を満

①認定こども園は︑保育園の

の連携など︑今後

特定健診・特定保健指導を

年を見据

の目標値などの調整を行い︑

であるが︑十分に区民に理解
されているとは言えない︒区
長の見解は︒②今後は︑幼稚

特色を生かしながら︑就労支

託先と内容を詰めていきたい︒

したい︒③特定健診について︑

援や子育て支援に取り組める
特定健診等実施計画の策定ス

平成 年度から生活習慣病

よう︑積極的に支援すべきで

①認定こども園は︑

象に医療保険者による特定健

討していく︒②厚生労働省に

どを実施しては︒

謹一

康診査が始まるが︑現行の区

おいて︑被扶養者の健診につ
いて︑区市町村実施の健診と

長 ①現時点では︑減
国民健康保険の特定健康診査

免は考えていない︒②

①

年度
の関係が論議されており︑情

も

長

中野駅北口改札の

歳以上とすべきではない

区

歳以上である︒①

特定健康診査の

はないか︒③私立幼稚園には︑ ケジュールは︒②受診者の自
新しい機能の付加が難しい園
もある︒園舎の改修などの際

長

野方図書館

木造住宅の耐震診断

に︑支援は考えられないか︒
区
保育園の待機児解消の有効な
制度と認識している︒区とし

10

は︑国保料増額を抑制する経
ければ︑区の事業として実施
してはどうか︒②他の医療保
険加入者の被扶養者も利用で

区

きるように検討してはどうか︒

では特定健診の対象外になる︒ 対応するバリアフリー計画が

39

19

園︑保育園︑認定こども園が︑

区民の健康を守る

要な支援を行いたい︒

性の割合は６割以上と高い︒

10

待機児童解消の有効な手立て

10

報収集に努める︒

民健診は

40

35

ーを徹底していくことが大事

行環境を整備する一方︑マナ

になりつつある︒自転車の走

自転車は歩行者に対して脅威

のみである︒①新中野駅周辺

指定していないのは新中野駅

輪場が未設置で︑規制区域を

く損なっている︒区内で︑駐

している︒

③駅東側での整備用地を検討

すべく計画立案を進めている︒

台規模の自転車駐車場を整備

は︒

長

①新中野駅周辺に

予定だが︑上り方向のエレベ

ベーター設置がまもなく完成

新中野駅の下り方向のエレ

エレベーター設置を進めよ

新中野駅の

の放置自転車の実態は︒②杉

山公園地下を利用した駐輪場

設置の検討状況は︒③新中野

コミュニティ・スクールの

区

駅東側の駐輪場確保の見通し

成功事例は︑もともと地域に

モデル校設置を

コミュニティ・スクールの

であると考えている︒

20

22

20

35

か︒保険者として実施できな

35

ても推進し︑周知に努めたい︒
②幼稚園や保育園が︑幼児総

幼稚園で遊ぶ子どもたち
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