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い財産の適正な評価とその反

ため今後も積極的にＰＲして

区 長

①登録者を増やす

支給すべきではないか︒

うに︑専用のユニフォームを

る︒②きちんとした検討のう

映について検討している︒②

①売却可能性がな

え︑地域の期待にこたえられ

費用対効果︑使いやすさなど

長

の十分な事前調査と明確な選

るような結論を早く出すよう

いく︒また︑災害弱者の支援

使いやすいと聞いている︒医

必要があると考えている︒②

いきたい︒④区長を本部長と

師会と協議し支給したい︒

会計士による研修の内容を充

区

考理由が必要ではないか︒

東京メトロに伝え︑また︑結
を見極め︑最も合理的なシス

のしくみを総合的に検討する

入札・契約の検討内容を

際は︑東京電子自治体共同運
果が出た際には住民説明会を
テムとしていきたい︒③公認

問う
①他の自治体で指名・営業
営システムの事業者情報を確
開催するよう要請している︒

①業者を指名する

停止処分を受けている︑また
認し︑不適正業者を排除して

区 長

は︑その可能性のある事業者
おり︑今後も徹底していく︒

発生主義会計に基づいた公
する公会計改革本部会議を設

した保険料は高額で︑大勢の

施される︒①広域連合が試算

療制度﹂が︑来年４月から実

しい医療保険﹁後期高齢者医

っており︑区でも 月の区報

国や広域連合で周知活動を行

明書の交付が必要となる︒③

らず長期滞納の場合︑資格証

②負担能力があるにもかかわ

の軽減措置は考えていない︒

公明党議員団

長

小林

①風除け設備は大

から設置してはどうか︒
区

生ごみ減量と資源化推進を

家庭からの可燃ごみに占め

る生ごみの割合が高い︒生ご

みの減量と資源化の推進につ

﹂で︑生ごみの減量

﹁なかのごみゼロ

いて︑どう取り組むのか︒

区 長

プラン

の数値目標を定めており︑同

プランで掲げた４つの取り組

みを着実に推進していく︒

ちびっ子広場を守れ

検討していきたい︒③区の保

有する情報について︑関係機

宅建て替えにより︑貴重な樹

の準備をしている︒関係機関

個人情報保護審議会への諮問

関との調整や防災会への協議︑

木のある﹁ちびっ子広場﹂が

などとの情報共有に対応する

上高田４丁目の木造都営住

失われる恐れがある︒残すよ

都によると︑都営

ことが有効と考えるがどうか︒

仮住まい住宅として利用する

事業住宅を活用し︑一時的な

区有施設である︑まちづくり

物へ建て替えの誘導策として︑

が依然としてある︒耐火建築

恐れのある老朽木造住宅地域

区には︑災害時に倒壊する

耐震建物へ建て替え促進を

区有地を活用し

も合わせて検討したい︒

福祉の分野のネットワークと

う︑都に働きかけるべきでは︒ 支援の仕組みが必要であり︑

区 長

住宅の建て替えのため︑広場

の移設を考えたいとのことで

ある︒樹木の保存については︑

良輔

これまで同様に都に働きかけ

ていく︒

いでい

制度に限界を感じる︒ある程

長 国や都と調整が必

要となるが︑活用できるよう

区

に︑入居要件の見直しについ

度︑強制的に登録するぐらい

①自分の身体状況

の仕組みづくりが必要では︒

区 長

方式による非常災害時救援希

て考えていきたい︒

たいが︑支援が必要な親子が

族で安全を確保していただき

基本的には︑養育している家

ないことが原因と考える︒②

用途地域の見直しをして︑ま

の高度利用という観点からも︑

でも重要な要素である︒土地

なく︑まちの活性化を図る上

害に強いまちをつくるだけで

山手通りの拡幅整備は︑災

用途地域の見直しをせよ

望者登録制度を実施している︒ やプライバシーを他人に知ら

れたくない方や︑近隣と交流

どの位いるのか調査していき

ちの活性化︑防災化などに取

を望まない方などが登録をし

たい︒また︑新しいネットワ

ワークにつながると考えるが

子などをサポートするネット

では︒また︑これは乳幼児親

も登録できるようにするべき

どうか︒③プライバシーの問

原因は︒②妊婦や乳幼児親子

拡幅工事中の山手通り

題や個人情報保護の観点から︑ ークづくりの可能性について

ているが︑登録者数が少ない

①多くの人が支援を必要とし

方などを守るために︑手挙げ
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を排除する具体的な方法は︒

難しい面もあり︑今後の課題
会計改革への取り組みを進め
置している︒一定の時点で︑

メッシュのベスト型のものは

環境︑福祉︑地域貢献などを
としたい︒③構成する場合︑
るべきだが︑①公有財産台帳
公認会計士などの意見を聞く

実させ︑継続的に取り組んで

落札時の決定基準とするが︑
十分な調査の上で適任者を選
整備への対応は︒②財務会計

公会計改革を推進せよ

区民の就労支援につながるこ
任し︑調査結果に応じて議会

②総合評価入札は︑価格の外︑ ②技術者や経験者の採用など︑

とを期待し︑従業員の区内居

牛崎 のり子

滞納者が出ることが危惧され

に掲載する︒制度の見送りを

営される制度であり︑区独自

る︒区独自の軽減措置を講じ

歳以上の人が加入する新

日本共産党議員団

負担を軽減せよ

後期高齢者医療制度の

ての考え方は︒③体系的・全

にも必要な報告を行っていく︒ システムの改修コストについ

機会を設けていきたい︒

住率を加えてはどうか︒③学

に取り組む組織体制は︒

庁的な研修体制は︒④全庁的

識経験者で構成する第三者機
関の設置においては︑構成員

デジタル放送移行による

にＡＥＤ︵自動体外式除細動

てはどうか︒②滞納が続いて

ジェネリック医薬品の

機︶を設置しているが︑区内

情報格差を解消せよ
ている︒これにより︑区民放

ジェネリック医薬品は︑新

を運行するバスにも設置する

啓発を進めよ

大規模電波受信障害対策施
送の視聴環境は整い︑情報格

果も同じだが︑特許期間終了

差は解消できる見通しである︒ 薬と同じ成分で服用方法︑効

れいじ

設のエリアでは︑シティテレ

また︑幹線からの引き込み費

求めることは考えていない︒

高齢者の医療費負担軽減のた

佐野

ビ中野の幹線は引かれていな

も︑安易に保険証を取り上げ

かわることで負担軽減を図れ

自由民主党議員団

いが︑チャンネルリースによ

後の発売のため低価格である︒ べきだ︒まずは﹁なかのん﹂

しかし︑デジタル放送移行に

め︑区民への情報提供や啓発

はないと考えるがどうか︒③

るか検討していきたい︒

制度が高齢者に周知されてい

災害に強いまちづくりを
を進めていくべきではないか︒ 規模になり︑歩道の通行状況

ない︒納付通知も制度施行と

長 ジェネリック医薬

から難しい︒②車内の条件が
区

同時期で︑混乱を招く︒この

より︑電波障害施設が撤去さ
中野新橋駅の

都医師会医療救護班のベスト

自由民主党議員団
整えば︑ＡＥＤ設置の方向で

上高田4丁目ちびっ子広場

れれば︑視聴できなくなる︒
区民間の情報格差が生じるこ

バリアフリー化を進めよ

品は個人の負担を軽くし︑区

の問題にどう対処するのか︒

区は︑水害や火災による被

長 ①都内が一体で運

ような出発は見送るよう︑広

の国保医療費削減にもなる︒

災害対策を推進せよ
区内に災害時の要援護対象
者は８千６百人いるが︑登録

録者を効率的に増やすため︑

﹁なかのん﹂にせよ
①中野駅と鷺宮地域を結ぶ

毎年︑防災の日に対象者に登

区

バス事業者に相談したい︒

中野新橋駅のバリアフリー

今後も医薬品に対する正しい

長 シティテレビ中野

化について︑駅周辺の町会役

知識の普及に努めていく︒

区
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害からお年寄りや障害のある

て資格証明書に変えるべきで

り区民放送は視聴可能である︒ 用も︑区がインフラ整備にか

秀明
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域連合に求めるべきでは︒

では︑未接続エリアにケーブ

員や住民の方々を中心に﹁要
望書﹂を区長と東京メトロに
提出している︒①今年夏ごろ

いていたが︑その後の計画の

コミュニティバス﹁なかのん﹂

者は千人弱しかいない︒①登

進ちょく状況は︒②計画の詳

②区は医師会と災害時の医療

録制度を案内する﹁災害時安

スタッフ派遣協定を結んでい

の始発停留所は︑中野サンプ

く申し入れるべきではないか︒ 吹き︑高齢者は転倒の危険に

るが︑災害時の混乱の中でも

細について︑近隣説明会を早

さらされている︒中野サンプ

医療スタッフがすぐ分かるよ

心定期便﹂を送ってはどうか︒

ラザ脇の停留所には風除けを

ラザのビル風の影響で突風が

設置するべきでは︒②区施設

①東京メトロから
は︑現在検討しており︑近々

区 長

に結論を出す予定と聞いてい

急に開くよう東京メトロに強

には方向性が見えてくると聞

高齢者に優しい

ルテレビの幹線整備を予定し

中野新橋駅

