などを条件に公園を時間貸し

長

①飼い主に社会的

責任の自覚を促すことなどが

区

のために開放すべきでは︒

能について︑専門家による検

①土地所有者には

をするなどし︑訓練や遊び場

長

得し︑活用を検討している旨
区の役割と考えている︒また︑

東京大学海洋研究所の移転
には︑近隣の住民や商店街か
ら高い関心が寄せられている︒

ひぐち

和正

住民の利用が可能な施設を

があるのか︒

②跡地の一部を売却する予定

就学相談のしくみの見直しを

の判断内容を保護者の方に説

が必要である︒区は︑委員会

的な知識と経験に基づく判断

就学指導委員会のあり方など︑ ては︑就学指導委員会の専門

①健康づくりや子

求める声もあがっており︑見
長

直しに着手する必要があると

区

育てなどの相談に対応できる

後に第一中学校と統合される︒ る︒②跡地は︑同センターお

生徒の就学先の決定に当たっ

江古田の森保健福祉施設の

むとう

過と共に変質し︑意味がない︒

無所属

現状把握に努めよ

①特別養護老人ホームは︑

有子

保護者の方と考えている︒

明し︑本人に最適な就学先を

①区は跡地を︑総合公共サー

障害のある児童・

考えるがどうか︒

計画しているが︑どのような

ビスセンターにする予定だが︑ 予定であり︑定期借地権制度

教育長

よう区内４か所に整備する︒

地域住民やボランティア団体

などの活動を支援し︑地域に

おける支えあい活動の中核施

内容か︒②南中野地域は︑木

内容は︒また︑地域住民とは︑ などを利用する考えである︒

設として位置づける予定であ

造住宅の密集地であり︑災害

中野富士見中学校は︑２年

時の危険度が高い︒防災公園

どのような関わりを持つのか︒

があり︑多数の区民が待機す

いる︒定員を超える申し込み

入れ態勢が整わないと聞いて

があり︑意見を聞きながら検

や管理面など解決すべき課題

負担が必要になる︒徴収方法

料で処理するため︑保護者の

区立保育園で︑６人分の児

個人情報の紛失を問う

るため︑就労と合わせた資格

童の発達記録や住所︑電話番

載された児童票の紛失が発覚

取得の助成制度創設を検討し

①職員数は定めら

号︑保護者の勤め先などが記

長

した︒紛失は事実なのか︒

当たらないという事故報告を

児童票の一部が見

受け︑改めて調査を徹底する

長

では個々の状況を配慮し対応

よう指示した︒

区

しているため︑入所者の都合

ているが︑排泄物は時間の経

と健康チェックのためと聞い

区のごみ処理経費の負担軽減

を持ち帰ってもらう理由は︑

保護者に使用済み紙おむつ

紙おむつを処理せよ

区立保育園は使用済み

取得を助成する考えはない︒

の仕組みの中で︑個人の資格

遅れている︒②介護保険制度

により︑当初の予定から若干

所者は決定しているが︑施設

れた基準を満たしている︒入

区

ては︒

を提供できる介護士を確保す

②区内事業所に質の高い介護

ない状況を把握しているのか︒ 討していきたいと考えている︒

る中︑計画通りに入所が進ま

事業ごみとして有

感染予防のためにも︑園で処

の人口割合が世界一高い国に

障害のある人の権利に関す

長

今年４月に事業を開始し︑３

うに︑火災の延焼遮断帯や耐

なる︒政策を検討するうえで︑

る条約が批准されれば︑さま

区

難経路をどう整備する考えか︒

よび民間住宅として活用する

を中心とした避難場所への避

①区は︑敷地内に防災公園を

中野富士見中跡地に

自由民主党議員団

避難場所として整備せよ

東大海洋研究所跡地周辺を
警察大学校等跡地

討会を設置すべきでは︒
区

を伝えている︒②主要生活道
関係団体などの協力を得て︑

地域のまちづくりのために取

路の拡幅を図るなど︑地域の
動物愛護の施策を進めたい︒
②中野区ペットとの共生を考

基盤整備を進める基点と考え
ている︒③年内に土地を売却
える懇談会の中で︑運動の場

労働法制の相次ぐ規制緩和

震性貯水槽などを整備する︒

人口構成の変化を見通すこと

社会保障や福祉︑教育︑都市

遣なども含め︑日本語学習の

佐藤 ひろこ

見据えた施策の展開を

具体的な内容は︑地域での協

は重要である︒区では︑人口

基盤整備などの公共政策を考

支援を充実させる必要がある

ハンディを負っている︒日本

が︑職員の確保ができず受け

理すべきと考えるがどうか︒

①日頃は︑区民の

未踏の少子高齢社会を

カ月で満室にする計画だった

長

議により検討する︒②防災公

構成の変化と課題をどのよう

無所属

園整備に合わせ︑跡地の東側

に把握し︑その重要性につい

２０５０年には︑ 歳以上

と南側の道路を︑幅員６ｍ に

てどう認識しているか︒

して︑東西道路も計画されて

えるうえで基礎数値となる︒

人口構成の変化は︑

いる︒③不燃化が必要な区域

区では︑﹁２０５０年の中野

長

には︑渋谷区も含まれる︒協

区

議を進めていきたい︒

のではないか︒

教育長 区立学校における

日本語指導が必要な児童・生

徒に対して︑日本語適応教室

の充実など日本語指導事業の
充実を検討していく︒

語の習得が必要な子どもたち

ざまな見直しが必要となる︒

就学指導委員会を見直せ

に対して︑日本語指導者の派

分であるため︑学習や進学で

たちは︑日本語の理解が不十

日本に来たばかりの子ども

日本語学習支援の充実を

究の出発点とする︒

人口構成について検討し︑研

区区民生活の展望﹂の中で︑

南台二丁目方面からの経路と

拡幅する予定である︒また︑

避難場所として活用できるよ

憩いの場として︑災害時には︑

区

する渋谷区との連携は︒

を進める必要があるが︑隣接

③広域避難場所周辺の不燃化

国際交流協会の日本語教室

すると聞いている︒④さまざ

中野坂上駅西口改札口開設
により︑派遣や請負などの労

青年の相談窓口を開設し

に伴い︑歩道橋の撤去と信号
働者が増え︑特に青年達が苦

中野坂上駅西口改札口

機の設置について︑地元から
しんでいる︒中野区は青年が

家賃助成を実施せよ

要望書が出されたが︑①要望
多く住むまちで︑青年施策が

開設に伴い歩道橋の撤去を

まな専門家の意見を聞きたい︒ の設置条件などを検討したい︒
犬との共生に理解を
①動物愛護管理法の改正で︑

区の役割は︒また︑関係団体

への対応は︒②区の考えは︒

必要だ︒①青年の声を聞く総

賃の助成は考えられない︒③
都 発 行 の﹁ 労 働 法 の ポ イ ン
ト﹂を所管分野の窓口に置き
たい︒
認定こども園へ転換せず
幼稚園として存続させよ
認定こども園制度は幼児教
育や保育の更なる市場開放な

65

国や都の役割が定められたが︑

などとの協力は︒②犬の登録

①道路管理者と話

合窓口を設置しては︒②青年

長

しあったが︑利用実態が撤去

達へ家賃助成をしては︒③ポ

①協力金は︑中野

の認定こども園へ転換を進め

東京大学海洋研究所

区

目安を大幅に上回っており︑

ケット労働法を配布しては︒
①若者の就労相談

現時点での撤去は困難とのこ
長

に関してはハローワークや都

区

に伴い︑利用状況の推移を見

仕事センターとの連携を強化

とである︒②西口改札口開設

ながら︑地元の意向も踏まえ

進

関係機関と協議していきたい︒ したい︒②生活費の一部の家

警大等跡地の利用計画は
せきと

年の計画へ立ち返れ

長

画案に立ち返るべきでは︒
区

﹁やよい﹂の２幼稚園の転換

駅周辺の都市基盤施設整備で︑ ど問題が多い︒﹁みずのとう﹂
著しい受益事業者に応分の金

はやめるべきでは︒
長 ２幼稚園は︑幼児

る︒

総合施設推進計画に従い民営

区

銭的協力を求めるもので︑開
発者負担の原則に変わりない︒
年の中野駅周辺まちづく
り計画に基づき︑土地の処分

②

なども行われている︒計画案
の見直しはしない︒

東京総合保健福祉センター江古田の森

犬とお散歩

日本共産党議員団
①学校や企業の開発協力金
は︑都の都市計画交付金など
と同時に使えない︒警大等跡
地内で使えない以上︑開発者
負担の原則は既に破綻してい
るのでは︒②産業︑学校の誘
導も芳しくなく︑地価高騰な
ど︑社会状況は大きく変化し

年の計

ており︑計画失敗のツケが区
民に回らないうちに
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