地域センター条例の
一部改正
議案を可決
施設使用料改定に関する６議案は修正可決

から３日間︑

いました︒

日

人の議員が区

この定例会では︑﹁平成

区政をただす⁝⁝⁝⁝⁝２〜５面

可決した議案・意見書⁝ 〜 面

請願・陳情の審議結果⁝⁝⁝ 面

中野区立学童クラブ条例

和行

可決︶

︵共産︶

の一部を改正する条例

来住

◆反対討論

︵審議結果

︽請願︾

西武新宿線駅と踏切の改

︵公明︶

︵無所属︶

︵共産︶

善に関する請願︵１〜３

項︶

有子

次郎

◆反対討論

むとう

かせ

議案・請願の審査にあたり︑ ◆賛成討論

次の議員が討論を行いました︒

︽議案︾

久保

りか

中野区行政財産使用料条

各項とも不採択︶

info＠min-c.org

中野区議会では︑ＪＣＮ中野︵シティテレビ

中野︶で︑議会のテレビ放送を行っています︒

内容は︑各議員の一般質問

などの録画放送です︒

放 送 予 定 な ど は︑ 決 ま り

次第︑中野区議会ホームペ

ージに掲載します︒

ぜひご覧ください︒

︻問合せ︼区議会事務局

︵電話３２２８ ―
５５８５︶

▲

民主クラブ

▲

jcp.nakanokugikai＠mbg.nifty.com

▲

日本共産党議員団

▲

kugidan＠nakano-komei.net

○中野区議会定例会︵一般質問︶を
テレビ放送しています︒

︵審議結果

修正可決︶

可決︶

5

公明党議員団

6

jimin.nakanokugikai＠mbg.nifty.com

主な掲載記事

例の一部を改正する条例
◆賛成討論

︵無所属︶

︵民主ク︶
まさみ

︵共産︶

けんじ

◆反対討論
進

奥田

の一部を改正する条例﹂︑
﹁中

せきと

案を審議しました︒そのうち︑

野区地域センター条例の一部

有子

︵無所属︶

むとう

修正可決︶

中野区地域センター条例

︵審議結果
立児童館条例の一部を改正す

さえ子

まさみ

◆賛成討論
林

︵審議結果

︵無所属︶

部を改正する条例

中野区立児童館条例の一

︵審議結果

近藤

◆反対討論

の一部を改正する条例

件を原案どおり可決し

条例の一部を改正する条例﹂
など

ました︒
また︑議員提出議案﹁中学
３年生までの医療費無料化の
すみやかな実施を求める意見
書﹂を審議し︑可決しました︒
請願については︑１件を不
採択としました︒

︵無所属︶

る条例﹂︑﹁中野区立体育館

修正可決したほか︑﹁中野区

を改正する条例﹂など６件を

林

件の区長提出議

13

﹁中野区行政財産使用料条例

算﹂など計

年度中野区一般会計補正予

19

議案・請願に
対する討論

区議会は第４回定例会で︑区長提出 議案のうち︑施設使用料を改定する﹁中野区地
域センター条例の一部を改正する条例﹂など６議案を修正可決したほか︑ 議案を原案
どおり可決しました︒また︑議員提出１議案を可決しました︒
月

月 日まで開かれまし

第４回定例会は︑
から

27
議案の審議に先立ち︑初日

た︒

11

政課題について一般質問を行

16

08.1.17 0:06:54 PM
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一

篠

をた

第 ４回定例会

区政
︵仮称︶区民活動センターで
相談などの住民対応を
自由民主党議員団

般

質

問
否定する道具にする人もいる︒
こうした方向に進めると︑政
府が最優先課題とする﹁ワー
ク・ライフ・バランス﹂と﹁家

児童館を縮小せず
待機児童の問題に取り組め

勇

を増やすべきではないか︒

①今後も少人数指

た︒一定の理解は得ている︒

②施設の修繕などを充実し︑

定が必要である︒③助成金の

サービスを継続するため︑改

教育長

②相談員が巡回︑臨時相談も

導の充実に取り組んでいく︒

新規の数は︒②子育て支援団

後︑どのように話し合いを進

を続けるとのことだが︑①今

は︑２回目以降も意見交換会

必要があると考えている︒

行っており︑対応できている︒ 形で︑支援の量や程度を見る

活用が必要である︒区立学童

小堤

児童館を９館に縮小し︑放

クラブは計画的に学校内での

①手続きが区民不在で拙速

日本共産党議員団

課後の遊び場と民間委託する

展開を図る︒②区が引き続き

に進められた︒条例案は提出

族再生﹂という命題とが裏腹

学童クラブも小学校に移行す

実施する︒区民団体が実施可

すべきでないのでは︒②市場

施設使用料改定を撤回せよ

計画を策定中で︑その中で﹁ワ

る予定である︒①待機児童の

能な環境を整備し︑地域の中

になる恐れがあるのでは︒

ーク・ライフ・バランス﹂に

問題の解消は︑児童館を減ら

で支援する事業も考えている︒ 原理だけを徹底した使用料の

男女共同参画基本

ついては段階的に適用するな
重点的に取り組む︒働き方を

さず︑現在の学童クラブ室で

長

ど︑弾力的な対応を考えるべ
見直し︑家族が協力し合うこ

区

きではないか︒

引き上げは︑利用者の立場︑

区施設の目的からの検討が不

用と手続きを改善すれば︑廃

十分では︒③減免制度は︑運

①より成果を上げるには︑

①意見交換会など

体の数は︒また︑新規の乳幼

めるのか︒②まちづくりの経

験があり︑住民と区をつなぐ

はどうか︒③公益活動団体へ

の助成対象を広げるため︑ど

児親子支援活動助成との関連

で︑幅広い意見を聞き検討し

長

止の必要がないのでは︒

級にすべきではないか︒②臨

恵子

区

人学級ではなく︑少人数学

早急に取り組め

特別支援教育の条件整備に
すべきでは︒②乳幼児事業は︑

本来の負担額と急

児童の遊びと生活の場を確保

長

ずなの強化につながる︒家族

区
激な負担増を勘案し︑改定額

地域団体などの協力が必要だ

とで︑家事の軽減︑家族のき

だす
国昭

の視点を大切に進めていく︒

が︑区職員が行う乳幼児親子

の上限を現行料金の１・５倍
までとしたもので︑負担いた

地域では︑町会や自治会が︑ を解決するための活動拠点機
防犯など区民生活を守る公共・ 能の充実を図る︒相談に対応

への支援を継続すべきでは︒
①問題の解消とサ

だける範囲と考えている︒公

長

のづ

床心理士を増員し︑巡回相談

民主クラブ

子育て支援を充実せよ

ービス向上には︑民間活力の

区

できるよう︑本庁の各担当と
益活動については︑現行でも

公益活動に取り組んでいる︒
より密に連絡・連携がとれる

﹁子どもと家族を応援する

区は︑地域センターを︵仮称︶

日本﹂重点戦略検討会議が提

減額免除の仕組みがある︒

今回の施設使用料の見直し

唱する﹁ワーク・ライフ・バ

体制を検討している︒

は︑区民のさまざまな活動に

区民活動センターに転換する
としているが︑その目的は何

大きな影響を及ぼす︒大幅な

ランス﹂なる言葉を︑家族を

少子化対策は家族尊重型で

地域の自治活動を
値上げとなるスポーツ施設に

使用料値上げは段階的に

か︒また︑転換後も︑住民か
らの相談対応や案内などを行

区 長

うべきではないか︒

推進し︑住民自身が地域課題

協定を結び実施していた﹁子

展開のあり方に対し意見を伺

事業の再構築を図った︒事業

団体︑新

事業である︒うち︑従来の補

団体数は１０５団体︑１８４

りを検討していく︒②まちづ

のため︑地区全般のまちづく

え︑全区的な展開とするため︑ のような施策を実施するのか︒ ファシリテーターの役割がで

年

いながら︑事業の改善に努め

助金交付団体数は

くりの検討を進める過程で︑

①区は︑子育て支援団体と
ために︑①庁舎を訪れた方に

育てサポートルーム﹂を

たい︒②乳幼児親子の交流な

規は

専門家の力も活用したい︒

公明党議員団

岡本

ターにおいても同事業を実施

ていない︒③手続き面で検討

ており︑政策助成の対象とし

活動助成金により支援を行っ

団体である︒②助成団

割が大きいが︑区の考えは︒

し︑保育士などによる支援を

本町二・三丁目のまちづくり

に住民意見を反映せよ

本町二・三丁目地区のまち

地域住民に説明会の趣旨が正

づくり説明会が開催されたが︑

体数︑事業数は︒うち︑従来

確に伝わっていなかった︒区

きる者を参加させてはどうか︒
年かけて︑区内の全区立小中

安らぎを提供する︑ロビーコ

度末に終了した︒親同士が交

どのため︑地域の子ども施設

体は 団体である︒子育て支

①政策助成金交付
学校に校内ＬＡＮを整備する

ンサートの実施に向けた取り

流できる場として﹁子育てひ

などで︑﹁子育てひろば事業﹂

長

計画である︒しかし︑文部科

組み状況は︒②区長と同じ熱

ろば﹂があるがスタッフは常

を拡充し実施する考えである︒ 援団体には︑乳幼児親子支援

プラザは︑乳

区

年までに

意を持ち︑責任を持って仕事

駐していない︒乳幼児親子の

︵仮称︶地域子ども家庭セン
区長と区政運営の大きな戦力

②︵仮称︶Ｕ

①﹁子育てサポー

りたい︒

を行うなど︑制度の改善を図

活用しやすい政策助成制度を

行っていきたい︒

である係長級職員との対話を

幼児から中高生まで幅広い対
応を想定している︒しかし︑

長

の補助金交付団体数および︑

これからのまちづくりには︑

まちづくりに新たな視点を

①地域の課題解決

整備することになっている︒

をする職員の育成が重要であ

支援事業には︑子育ての悩み

①緊急地震速報へ

① 年度には試行

行ってはどうか︒
長

区

トルーム﹂の事業成果を踏ま

長

学校間の児童・生徒の情報格

策形成能力を育成するために︑ を聴いてくれるスタッフの役

る︒職員の問題解決能力や政
年までに校内ＬＡＮを全校

長

に整備すべきではないか︒
区

65

区

しているが︑若い夫婦にとっ

差の期間を短くするために︑

学省の計画では︑

子育てのスタートとなる妊

成回数を７回に増やし︑将来

て負担は重い︒妊婦健診の助

健診の重要性は認

は全額無料としてはどうか︒
長

の区施設の対応方法と併せて

区

識している︒他区の状況を踏

区

乳幼児親子などへの対応には︑

検討していきたい︒

的に実施したい︒②職員との

②可能な範囲で計

相談や見守りが重要であり︑

全育成事業補助金を区民公益

教育長

対話は︑相互の信頼関係を築

︵仮称︶地域子ども家庭セン

年度から青少年健

画を早めることも含め︑でき

き︑区政運営をするうえで重

19

設し︑対応すべきではないか︒ 変更した︒①助成金の交付団

区は︑
るだけ早期に全校への整備を

たい︒

の対話の機会をつくっていき

さまざまな経験年数の職員と

活動に関する政策助成として

図っていきたい︒
顧客満足度の向上を
区民の顧客満足度を高める

14 13

18
要と考えている︒係長級など︑ ターに﹁子育てひろば﹂を併

まえ︑引き続き公費負担のあ
り方を検討していきたい︒

18

22

子育て支援を充実せよ

回受診する︒区は︑この健

妊婦健診の助成を拡充し

40

婦健診は︑出産までに平均で

いさお

哲学堂公園テニスコート

児童館

子育てひろば

20

22
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学校教育の環境整備を急げ
①児童・生徒の安全安心の
観点から︑職員室に緊急地震

年度から５

速報装置を設置すべきではな
いか︒②区は︑

20

14
診費用の５回分を公費で負担

区役所総合窓口

（2）
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第207号

今まで以上にコミュニティの
活性化を図る必要がある︒中

長

まちづくりにおい

るのではないか︒
区

にぎわいなどの観点から検討

ては︑防災︑環境︑みどり︑

し︑さまざまな組み合わせに

野駅周辺の開発に際しては︑
安らぎの空間づくりなど︑新

金造

たな視点で取り組む必要があ

視察を通して見た
斉藤

中野区の取り組みを問う
自由民主党議員団

よる相乗効果を演出しながら︑
新たなまちの個性を形づくる
べきと考える︒

長

民間が担うことが

できる領域については競争を

区

要性︑重要性を説明していく︒ はないか︒
②多様な機能の集積を図ると
ともに︑中野の顔にふさわし

後期高齢者医療制度に対し
財政支援策を検討せよ
岩永

伴い︑園児を

しほ子

年度から沼袋

①区は︑新井保育園閉園に

区立保育園に適切な対応を

営していきたい︒

日本共産党議員団
後期高齢者医療制度の平均
保険料が９万円程度と予定さ
れているが︑均等割り額が国
民健康保険料より高いなど︑
重い負担となる︒①低所得者

対策を講じるべきではないか︒ 保育園に転園させるが︑両園

基本とし︑民間委託を推進し
ている︒費用対効果や適正な

い︑にぎわいと環境と防災機
能が調和した安全なまちの実

②

や園交流について検討してい

るが︑両園の保護者の要望や

意見を聞きながら進めていく︒

②仮園舎の設置も含め︑早い

時期に対応したい︒同園の存

続は︑民間活力の活用を含め

検討していきたい︒

早急に障がい児の

送迎支援策を講ぜよ

学童クラブに登録している

００万円を見込んでいる︒

効果は︑５年間で約８億３７
きたい︒

にできる部分は参考にしてい

施するが︑区は助成制度を検

合が一人５００円の負担で実

対策に伴い

年度の募集を中

か︒②本郷保育園は︑耐震化

活用している児童は４割以上

ティアセンターなどの送迎を

人のうち︑ボラン

一元管理化や︑基幹業務系シ

障がい児

ステムの見直しにより︑コス

の保護者の合意は得ているの

事務執行の分析を行い︑参考

庁者や環境に配慮した新しい

歳以上の健診は︑広域連

現を目指す︒③運用経費削減

市庁舎が完成した︒①新市庁
ト削減を目指していた︒中野

い︑庁内情報ネットワークの

舎は︑立派すぎると市民には
区における中央電算システム

三重県鈴鹿市では昨年︑来

不評のようである︒中野区で
の再構築による運用コスト削
愛知県高浜市では︑市が全
額出資した総合サービス株式

止する︒年度内に補正予算を

と推計される︒学校から自宅
①都内一体で運営

への送迎も含め︑要望は増加
長

計上し︑仮園舎を建設すべき
区

しており︑区は

年度から人

では︒また︑同園を区立園と

対策を講じるべきでは︒

童生徒もいる︒③家庭と連携

しながら︑個別具体的に対応

し︑登校できるようにしたい︒

防災訓練に子どもの参加を

９月２日の総合防災訓練に

きたごう

の事業延伸を申請している︒

秀文

①施設の利用方法

される制度であり︑区独自の

長

材の確保や利用料の助成など︑
②広域連合の考えに添って運

南台地域の

東大附属西側道路の拡幅︑

は︑子どもたちの参加が少な

②

年度の用地取得を目指し

自由民主党議員団

防災まちづくりを進めよ

区

低所得者対策は考えていない︒ して存続させるべきでは︒

討すべきではないか︒

は将来の庁舎の建て替えにあ
減の見込みはどうか︒

アウトソーシングの推進を

たり︑建設資金や区民の理解

まざまな手法を調査・研究し︑ ービスを委託して︑財政面や

会社を設立し︑さまざまなサ

雇用創出などの効果を上げて

①建設資金は︑さ

②市庁舎のある地域のまちづ
可能な限り一般財源の負担を

いる︒中野区でも︑職員２千

長

くりが遅れている印象を受け
減らす方向で考えたい︒区民

人体制に向け︑アウトソーシ

区

た︒中野駅周辺の整備は重要
には︑中野駅周辺のまちづく

について︑どう考えているか︒

な課題だが︑区長の決意をき

ングを積極的に進めるべきで

間で上りと下りを切り替える

りおける移転・建て替えの必

だ︒調査・研究中とのことだ

電線の地中化工事が完了し︑

かった︒災害時に適切な行動

方式にしてはどうか︒

東大と交渉している︒今年度

が取れるよう訓練を繰り返し︑

が︑実現までの具体的な実施

南台地域の長年の要望がやっ

中に基本協定を締結し位置な

①可能な限りの工

と一つ実現した︒防災街区整

子どもたちに体で覚えさせる

長

期短縮を西武鉄道に要請し︑

どを固めていく予定である︒

区
年度︑区民交通

備地区計画による道路の整備

実態調査を実施し︑

長

早期完成を目指したい︒②利

率は約 ％︑不燃化領域率は

区

年度に

用状況を検討することになる

約 ％に改善されたが︑広域

文科省の調査では不登校の

関係機関と連携を図りたい︒

が増えるよう︑地域防災会や

子どもたちの参加

児童生徒が増えている︒①中

長
避難場所の安全性から︑周辺

区

ことが必要と思うがどうか︒
システム構築や費用などの検

が︑南北にそれぞれ設置する

の不燃化領域は ％必要だ︒

適切な不登校対応を
討を行う︒その結果をみて︑

応可能と考えている︒

ので︑切り替え方式は十分対

目標はどうなっているのか︒

08

年度以降の導入を考えてい
きたい︒

は︒②計画では︑南口︑北口

区に民間のフリースクールは

年度で建物の不燃化助成が︑ 野区の現状はどうか︒②中野
年度には避難路などを整備

①区では︑近年不

不登校対応を行っているのか︒

する国の密集事業が終了する︒ あるのか︒③区はどのような
①これらの事業は期間延長し

教育長

登校児童生徒は減少傾向にあ

てでも進めるべきではないか︒
②︵仮︶南部防災公園の用地

ったが︑昨年度は増加した︒

②中野区にもあり︑中野区立

取得の進ちょく状況は︒
①広域避難場所の

学校に在籍しながら区外のフ

長

リースクールに通っている児

区

東大附属一帯までの避難経路

区

長

移動支援策のあり方

ついては︑現在︑費用負担を

含め検討を進めている︒

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。

57

09

08
などが未整備のため︑５年間

中野区議会ホームページをご利用ください

75

後期高齢者医療制度の案内

http：//kugikai.city.nakano.tokyo.jp/

中野区議会ホームページURL

きたい︒③新市庁舎建設に伴

子どもたちの健康と
英明

①﹁健康にかかわ

平山

体力向上を積極的に図れ
公明党議員団
教育長

る生活や行動﹂の目標値のひ

①ぜん息や肥満傾向の児童
の比率が︑都や近隣区と比較

年度から５カ

とつとして︑提案の指標を検
討したい︒②

年程で全小中学校の校庭を芝

野方駅舎の整備を急げ
①野方駅舎整備の工期の更
なる短縮に向けて︑区も最大
限の努力を行うとともに︑西

に上り用エスカレーターが︑

70

して高い︒﹁体力向上プログ

満児童の減少など︑健康面の

生化したい︒③課題を整理し

ラム﹂の目標に︑ぜん息︑肥

具体的な数値を加えるべきで

つつ可能性を検討したい︒
オンデマンド交通の実現へ

は︒②はだしで駆け回れる教
育環境整備のため︑校庭の芝
生化は推進すべきだが︑具体

区内での高齢化が進む中︑

それぞれ一基設置予定だが︑

武鉄道へも強く要望すべきで

づくりのため︑学校での歯磨

高齢者が歩いて暮らせるまち

利便性向上のため︑朝夕の時

取り組みを推進せよ

き可能な条件を整備し︑学校

づくりのために︑オンデマン

的な目標は︒③歯と口の健康

歯科医などと連携をとり給食

40
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中野駅周辺
芝生の校庭

21

後の歯磨きを推進すべきでは︒ ド交通システムの実現が必要

総合防災訓練
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子育て世代が住み続けられる
久保

まちづくりを進めよ
公明党議員団

りか

を経たうえで︑校舎の位置や
時期などを定めることとして
おり︑通学区域の見直しもそ
の際に検討していく︒
鷺ノ宮駅の

選挙の投票所を見直せ
自由民主党議員団

吉原

宏

新中野駅周辺の駐輪場を
早急に確保せよ

①杉山公園地下の駐輪場整

備について︑現在の検討状況

第

回定例会

可決した議案

ートの使用料の額を改めます︒

中央５丁目にある﹁なつめ

影響や工期︑公園復旧整備な

早期実現に向け︑公園利用の

自転車駐車場整備は︑計画の

稚園およびやよい幼稚園を認

主な内容は︑①みずのとう幼

03万９千円となりました︒

算の合計額は︑1016億6

6万５千円を追加計上し︑予

桃が丘児童館を廃止します︒

を改正する条例

●中野区立児童館条例の一部

などの使用料の額を改めます︒

●中野区勤労福祉会館条例の

公園﹂は接道部分が１・８ｍ

ど︑地域にとって利用しやす

定こども園に転換するための

桃が丘学童クラブ︑桃園第

区長提出議案

しかなく︑３３０平米の敷地

いように検討しているところ

三学童クラブおよび仲町学童

は︒②新中野駅東側出入り口

投票所は

は奥まった所にある︒現在は

である︒今後︑地域に説明し︑ 改修工事に伴う設計費︑②不

クラブを統合し︑新たに桃花

増加への対応は︑選挙管理委

など︑さまざまな考えを盛り
歩いて暮らせる鷺宮のまち

までの距離が遠いという声も

隣接地が駐車場のため見通し

燃化促進助成事業の申込み件

学童クラブを設置するととも

① 年に行われた選挙での

るためには︑医療︑教育︑自
込み︑進めていく︒②まちづ

ある︒投票区を見直してはど

がきくが︑私有地のため将来

中野駅東側の自転車駐車場は︑ 数の増加に対応するための経

意見を伺っていきたい︒②新

費︑③中野体育館主競技場の

に︑北江古田学童クラブを廃

間住宅の誘導による供給促進

然など︑良好な環境と住宅の
づくりを推進するうえで︑駅

なる増加が見込まれる︒しか

急なうえに長く︑危険である︒ うか︒②期日前投票の投票率

題だ︒鷺ノ宮駅南口の階段は

し︑区内の期日前投票所は４

エレベーター設置が難しい今︑ は増加しており︑今後もさら

策の方向性を示していきたい︒ 舎のバリアフリー化は重要課

くりの課題を踏まえ︑住宅施

安全対策として早急に︑階段

カ所しかない︒投票しやすい

的には建物が建つことも想定

緊急改修工事に伴う指定管理

子育て世代が永く住み続け

整備が重要である︒また︑集

この春︑初めての再編校で
中央部に手すりを設置すべき

環境整備のため︑期日前投票

される︒袋小路の公園になっ

杉山公園地下の自転車駐車場

者に対する休業補償などです︒ 止します︒

① 年度策定する第３次住宅
マスタープランでは︑住み続

計画に改定せよ

カ所だが︑投票所

﹁なつめ公園﹂にせよ

地を探していると聞くが︑今

補正予算︵第３次︶

①杉山公園地下の

歳入歳出にそれぞれ835
長

後の対応は︒
区

多目的ホール︑体育室︑談

話室︑会議室︑展示コーナー

●中野区立学童クラブ条例の

一部を改正する条例

る条例

①

一部を改正する条例

合住宅には公園や広場︑子育

ある緑野中学校と桃花小学校
ではないか︒

所を増やしてはどうか︒

た場合は危険なため公園利用

と併せて整備を行っていきた

関する条例の一部を改正す

●中野区プールの衛生管理に

年度中野区一般会計

けてもらうための課題を整理

が開校する︒次期の再編計画

備ガイドラインや東京都の福

選挙管理委員会委員長

が困難になる︒安全安心の観

い︒現在︑適地を探している

する条例の一部を改正する

●中野区職員の退職手当に関

条例の一部を改正する条例

地形の悪い敷地の
公園は防犯対策上見直しが必

学校教育法の改正に伴い︑

長
ながら対応したい︒②期日前

雇用保険法等の一部を改正

規定を整備します︒

要と考えており︑調査を行う︒

する法律の改正に伴い︑施行

●中野区立高齢者会館条例の

一部を改正する条例

高齢者集会室︑和室︑洋室

改めます︒

および調理室の使用料の額を

使用させる場合の使用料の額

部を改正する条例

●中野区奨学金貸付条例の一

規定を整備します︒

学校教育法の改正に伴い︑

の公費負担に関する条例の

●中野区自転車駐車場条例の

一部を改正する条例

止します︒

沼袋第二自転車駐車場を廃

の作成の公費負担について定

●中野区立公園条例の一部を

改正する条例

洋室︑和室︑音楽室︑調理

会場などの利用料金の限度額

野球場︑庭球場︑弓道場︑集

学習室の使用料の額および

室︑多目的室およびテニスコ

一部を改正する条例

●中野区地域センター条例の

めます︒

中野区長の選挙におけるビラ

公職選挙法の改正に伴い︑

一部を改正する条例

長の選挙における選挙運動

●中野区議会議員及び中野区

を改めます︒

本区の行政財産を目的外に

の一部を改正する条例

●中野区行政財産使用料条例

期日を改めます︒

投票所は区内にバランスよく

区

●平成

し︑子育て世帯の支援住宅や

を進める前に︑まずは現状の

祉のまちづくり条例では︑階

投票区は過去からの長い積み

点や公園の機能を考え︑駐車

ところである︒

員会で積極的に議論していく︒ 付近に駐輪場を設置すべく用

居住安定化施策を計画に位置

学校配置で児童・生徒の分布

段幅４ｍ 以上の場合に中間手

重ねの中で決定してきたもの

場の購入を考えてはどうか︒

平均を下回っている︒区内の

付けるべきではないか︒②賃

や通学距離から︑学区域を見

すりを設置することにしてい

後の人口動向の推移を注視し

で︑区民に浸透している︒今

安全安心な

貸住宅やファミリー向け分譲

直すことが先決である︒その

る︒鷺ノ宮駅南口階段は幅員

適正な中期・後期学校再編

住宅を誘致し︑公共住宅も含

うえで各地域の状況と人口の

が３・６ｍ 程だが︑設置が可

て支援機能の設置も望まれる︒

めた住み替えシステムをつく

推移など将来予測を立てて︑

19

たい︒

国の移動円滑化整

り︑年代が変わっても住み続

中期・後期の再編計画を改定

中期および後期の

※本人または配偶者が出席する場合は、
会費相当額を限度とする。

長

けることができる中野の住宅

能かどうか西武鉄道と協議し

教育長

●各種行事、各種団体に対する寄付・カンパ、
祝儀、祝電、金品等の贈与等

区

まちづくりを進めるべきでは
すべきではないか︒
①住宅マスタープ

を図り︑きめ細かい対応や区

配置している︒期日前投票の

ターへ多重債務専門の相談窓

民への啓発を行っていく︒

受け取らない

区 長
再編計画の改定は︑区民論議

けた事業者募集の準備を進め

口を設けるとともに︑職員体

①必要に応じ担当

ている︒国や都の補助制度を

長

制の充実を検討してはどうか︒
区

間の連携をとっているが︑今
後も強化を図りたい︒②現職
員体制の中で取り組みの充実

《虚礼等廃止の主な事項》

ランの改定にあたっては︑民

●新聞、雑誌、名簿、掲示板等への広告

40

活用し︑整備経費などの支援
を行う考えである︒
多重債務者救済対策に
積極的な取り組みを

中野区議会は、
虚礼等の廃止を決議しています

在宅介護を支える
高齢者福祉施策の充実を
かおり

中野地域では︑小規模多機能

山口

ショートステイは︑家族の

型施設の開設が求められてい

日本共産党議員団

介護負担軽減に不可欠な事業

多重債務問題は︑税金や保

●中元、歳暮等の贈答

る︒どう対策を講じる考えか︒

贈らない
●時候の挨拶状の送付

であるが︑現行の施設数︑定

特養ホームの参入予定はない︒ する︒消費者センターに寄せ

育料︑給食費の滞納など︑自

られる相談件数のうち︑多重

①ショートステイ

債務の相談は２００件近くに

長

職員を確保できず実施してい

既存施設の空床利用を含め︑

上り︑年々増加している︒①

員数では需要を満たせない︒

ない︒①区はどう手立てを講

有効活用を働きかけている︒

関係部署の担当者を集め︑研

治体が対応すべき問題に直結

じるのか︒②送迎を実施して

②送迎は︑各施設が実施の可

修を行うなど全庁的な取り組

求めない

●慶事、弔事についての
廃止事項
①祝儀、香典、供花の贈与
②祝電、弔電等の発送

区

●病気等の見舞における金品等の贈与

中野区の投票率は︑東京都の

4

ないか︒

バリアフリー化を進めよ

19
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江古田の森保健福祉施設でも︑ のベッド増につながる小規模

いる事業所は３カ所のみであ

独自補助は考えていない︒③

みが必要ではないか︒②セン

否や内容を定めている︒区の

年度の参入に向

きでは︒③ショートステイ実

現在︑平成

20

る︒区は独自の補助を行うべ

施事業所が１カ所しかない南

消費者センター

20

（4）
平成20年
（2008年）
1月27日
第207号

野方駅周辺を
にぎわいの拠点に
大内

しんご

時間ケア付きの
佐藤

高齢者住宅を
無所属

ひろこ

区外に向けて
いながき

積極的な情報発信を
無所属

じゅん子

ちへの日本語学習支援を始め︑ 区民と行政との信頼関係が重

円滑な区政運営を行うには︑ 活動の充実に努めていく︒

要であり︑両者をつなぐ広報

利用者が情報を探しやすく

生していくうえで︑子どもた

ることは︑誰もが願うことで
生活支援の相談窓口の設置︑

の役割は大きい︒また︑中野

安心して地域で暮らし続け

ある︒住宅会社と介護事業者
災害時の対応などが課題とな

使いやすいトップページに改

を改めます︒

区民ホールおよび芸能小劇

る条例

場の利用料金の限度額を改め

●中野区立少年自然の家条例

の一部を改正する条例

ます︒

●特別区道路線の認定につい

施設の使用料の額を改めま

す︒

て︵白鷺一丁目600〜6

60番︶

●中野区立体育館条例の一部

を改正する条例

特別区道の路線を認定しま

す︒

年度中野区一般会計

競技場︑トレーニング場︑

会議室︑プールなどの利用料

●平成

●中野区もみじ山文化の森施

金の限度額を改めます︒

善し︑検索プログラムの精度

設条例の一部を改正する条

ホームページの改善を

時間ケア付

の良さをより多くの人々に知

が協働でつくる
っている︒多文化共生の指針

ってもらうために︑マスコミ

を高めたり︑音声読み上げソ

きの高齢者住宅の誘導策を検
や計画を策定し︑国際交流協

などを活用した対外的な広報

繰越明許費に区立学校

補正予算︵第４次︶

討し︑要介護高齢者が地域で
会などと連携して︑総合的に

校

暮らせる高齢者住宅の整備を

利便性向上のために︑ホーム

の体育館耐震補強の設計委託
区の施策や情報を

費7700万６千円を追加計
長

ホール︑リハーサル室︑多

区

例

多言語での行政サ

活動も重要と考えるがどうか︒ フトを用意するなど︑区民の

長

目的練習室︑展示ギャラリー︑ 上し︑翌年度に繰越します︒

区

施策の推進を図るべきでは︒

ページの充実に更に取り組む

学習室などの利用料金の限度

時間型の介護サ

区民に正確に伝えるには︑外

べきでは︒

長

ービスは︑今後より重要にな

部の情報媒体への適切な情報

区

進めるべきでは︒

ービスなどの在宅支援サービ

ってくると認識している︒現

載︶

● 意 見 書 ︵ １ 件・ 次 項 に 掲

議員提出議案

スを地域に普及することで︑

額を改めます︒

●中野区区民ホール及び芸能

指摘については︑

から定例区長記者会見を行い︑ 改善が必要と考えている︒今

小劇場条例の一部を改正す

長
提供が重要である︒

後も︑使いやすく︑見やすい

区

在︑国際化推進施策の検討を
行っており︑多文化共生社会

報道機関への情報提供の機会

源が安定的に確保されなけれ

年生までの無料化に要する財

望に応えるためには︑中学３

可決した意見書

の実現を目指していく︒

回定例会

料化のすみやかな実施を求

中学３年生までの医療費無

第

ものに改善していきたい︒

まさみ

を増やすなど工夫している︒

年８月

高齢者の地域生活を保障し︑
住み続けられるための施策を

①いじめを許さな

い環境が必要である︒すべて
充実していく︒

じめ対策を構築していきたい︒

今後も効果的なパブリシティ

学校跡地活用策に
林

地域住民の声を生かせ
無所属

があります︒子育て世代にと

にかかる経済的な負担の重さ

少子化の背景には︑子育て

京都に対して︑中学３年生ま

よって︑中野区議会は︑東

障への取り組みが不可欠です︒

には︑東京都における財源保

て施策の多様化と拡充のため

ばなりません︒自治体の子育

特命随意契約という契約形態

って︑﹁子育て費用の助成﹂

での医療費の無料化の財源を

める意見書

では︑委託内容や費用はどう

を行政に求める声は︑中野区

の一部を都市再生機構に委託

中学校跡地は︑災害時の避難

適正に判断されるのか︒②住

が行なった﹁子育て支援アン

①学校再編で学校としての

区民健診の胃がん検診には︑ 所として確保されるのか︒②

民参加の場を︑委託契約の中

有子
級の卒業生が︑地域の中学で

学校跡地の活用は︑単独では

では︑どう考えているのか︒

むとう

ある八中か北中野中に進学で

血清ペプシノゲン検査を導入

再配置とともに検討し︑住民

なく︑公共施設全般の再編・

保障することを求めます︒

無所属

アンテナショップの協力など

きるよう︑障がい学級の新設

したが︑区職員健診はＸ線検

ケート﹂のなかでも最も多い

︿東京都知事あて﹀

年度想定される

で︑定期的・恒常的な市場を

を望む陳情を区議会は全会一

①業務執行能力や

ものとなっています︒また︑

したが︑①

開き︑区と交流のある各地の

致で採択した︒ところが区は︑ 査だ︒国や都はＸ線検査は有

の声を反映するマスタープラ

予定価格について︑過去の業

校の区立小

名産品をＰＲして人を呼ぶこ

効だが︑ペプシノゲン検査は

ンを策定すべきでは︒

機能がなくなる

とで︑地域振興に寄与してい

保護者に何の説明もなく北東

勧められないとしている︒な

子どもが病気にかかったとき

長

く提案をしたが︑区は︑どの

部の七中に開設するようだ︒

務実績や他自治体での契約内

医療費の心配がないようにし

区
ように進めていくのか︒②障

ぜペプシノゲン検査を導入し

容︑契約額などを調査し適正

じて︑個別に検討している︒

①地域の実情に応
七中への新設も必要だが︑陳

ているのか︒有効なら職員健

長

害者や高齢者の雇用創出のた

情を踏まえ︑北西部の八中か

区
め︑事業者を募集し︑支援し

てほしいとの声は切実です︒

月から子

に審査している︒②まちづく

随意契約を適正に進めよ
中野駅周辺まちづくり事業

能性を高め︑子育て世代の要

います︒制度としての持続可

年生までの無料化を実施して

本区では︑今年

診にも導入すべきではないか︒ ②区有施設の再編や地域課題
検査で陽性と判断

北中野中にも増設するよう︑

ていくべきでは︒
①区商連など︑区

長

り勉強会などの場の設定や運

長

区

の解決などの検討と併せ︑区

区

され精密検査で早期がんが発
見された実績があり︑専門家

中学校の特別支援
学級の増設については︑地域

域に設置したいと考えている︒

議の場を設け︑準備していき

教育長

早急に検討すべきではないか︒

営の補助などを委託している︒ どもの医療費について中学３

年︑西中野小しらさぎ学

知的障がい学級の増設を

八中か北中野中に

日本に定住する外国人と共

多文化共生社会の推進を

の子を指導する︑総合的ない

教育長

進してはどうか︒

自由民主党議員団
野方駅の整備は︑単に駅舎
の建て替えと自由通路の建設
だけではなく︑今後の野方の
まちづくりにおいて非常に重
要である︒これを契機に︑野
方駅周辺を中野の北部地域に
おける﹁にぎわい﹂の拠点と

連続立体交差事業

組むべきではないか︒

位置づけ︑まちづくりに取り

区 長
と一体になったまちづくりを
進め︑活力と魅力に満ちた地
域として推進していきたい︒
いじめゼロの教育を

や学校など︑すべての関係者

②撲滅には︑家庭

が一体となり︑取り組む必要

長

っ子・見てみぬふりの傍観者・

がある︒いじめを明確に認識

区

面白がる観衆の４層構造を持

援に取り組みたい︒
地域間交流を推進せよ

17
民の意見も受け止めていく︒

①区内の空き店舗の活用や︑

19

24

の意見を聞いて検討している︒

内の関係団体や交流先との協

ペプシノゲン検査を見直せ

4

①いじめっ子・いじめられ

つといういじめ集団に対し︑

また、区施設や駅の広報スタンドなどでも手に入れ

24

バランスを考慮し区の北部地

20

どのように指導していくのか︒ しながら︑地域での子育て支

ることができます。ご利用ください。

24
04

②﹁ い じ め ゼ ロ の 中 野 の 教

区議会だよりは、各戸配布により区民のみなさんの
お手元にお届けしています。

18

中野まつりでの物産展
たい︒②具体的に検討を進め
ていきたい︒

13

育﹂などのスローガンを掲げ︑
区を挙げて﹁撲滅運動﹂を推

区議会だよりは各戸配布しています

08.1.17 0:08:27 PM
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電話3228−5585
【問合せ】区議会事務局

第207号
平成20年
（2008年）
1月27日
（5）

東中野地域

ない猫の不妊・去勢手術代の
助成について
号陳情

における子供のための遊び場

︵ ︶第

号陳情

住宅地上空

を確保することについて
︵ ︶第
における鳩の群翔の禁止及び

号陳情

医師・看護

防疫措置の実施について
︵ ︶第
師などを大幅に増員するため

号陳情

妊婦健診助

の意見書を提出することにつ
いて
︵ ︶第

第４回定例会における請願・ 成制度の拡充を求めることに
ついて

中野４丁目

陳情の審議結果をお知らせし

号陳情

︽建設委員会付託︾

いて

校庭と警察庁宿舎予定地につ

地区地区計画の区立新中学校

︵ ︶第

ます︒︵ ︶内の数字は年で
す︒

不 採 択
︽文教委員会付託︾
高校歴史教

科書における﹁集団自決﹂の

︵ ︶第５号請願

記述に関する意見書の提出に

駅と踏切の改善に関する請願

︵ ︶
第３号請願 西武新宿線

︵１〜３項︶
ついて
高校歴史教

科書に関する意見書の提出に

︵ ︶第６号請願

││各項とも賛成少数

継続審査
ついて

号陳情

住宅の耐震

︽防災まちづくり特別委員会
付託︾
︵ ︶第

結

果

無所属⑹

民主ク⑸

明⑼

産⑻

公

民⒀

共

自

今後の議会日程

現在予定されている議会

日

日程は︑次のとおりです︒

日〜３月

●第１回定例会
２月

●閉会中の委員会

総務委員会 ２月５日

区議会を

文教委員会 ２月４日

議会運営委員会 ２月１日

＊

＊

＊

環境対策特別委員会 ２月４日

議会日程は変更されることがあります︒詳

しくは︑中野区議会ホームページ︑または区

して活躍されました︒

代副議長を

謹んで故人のご冥福をお祈

ここに哀悼の意を表し︑

を歴任されました︒

や監査委員など多くの要職

交通対策特別委員会委員長

はじめ︑中野駅周辺整備・

その間︑第

―

議会事務局︵電話３２２８ ５５８５︶へ︒

は禁止となっています︒お持

なお︑携帯電話の持ち込み

区議会だよりを朗読録音した

ちの方は︑事務局でお預かり

ください︒

に中野区議会議員に初当選

年まで９期︑

電話３２２８

年にわたり区議会議員と

され︑平成

８８７０

―

︻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︑

望の方は︑会議の当日︑区議

どなたでもできます︒傍聴希

本会議を傍聴できない方の

会 事 務 局︵ 区 役 所 議 会 棟 ３

●本会議録画ビデオ

ために︑本会議の様子を録画

階︶で傍聴の手続きをしてく

分

定員１００人︑委員会は定員

前からになります︒本会議は

の１時間前から︑入場は

ださい︒受け付けは会議開会

したビデオテープの貸し出し
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

人です︒

カセットテープ﹁声の区議会

します︒

目の不自由な方のために︑

だより﹂を発行しています︒

図書館︑障害者福祉会館など

郵送により無料でお届けし

ます︒利用をご希望の方は︑

で貸し出しもしています︒

日午

視覚障害者の方へお知らせ

区議会事務局︵電話３２２８

また︑地域センター︑区立

５５８５︶まで︒
―

藤本やすたみ議員逝去

月

藤本やすたみ議員︵民主
クラブ︶には︑

歳︒

時︑病気のためご逝去

り申し上げます︒

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

︽総務委員会付託︾
︵ ︶
第９号陳情 中野サンプ
ラザについて

化にむけた現行助成制度の発
展・拡充について

報告２件を聴取

▼文教委員会
／

第４回定例会の日

▼議会運営委員会
／

程などを協議
第４回定例会の招

後

されました︒享年

4

33

︽厚生委員会付託︾
号陳情 飼い主のい

年 月

報告８件を聴取︑

／

集日の確認や日程などを協

年

FAX 3228‑5693

電話 3228‑5585

15

故藤本議員は︑昭和

中野区中野4‑8‑1

〒164‑8501

意見の分かれた案件（第４回定例会）
議

区議会事務局まで

30

4

4

4

4

︵ ︶
第

平成
／

陳情審査に関する視察

請願１件を審査︑

▼建設委員会
／

報告８件を聴取

区議会 へのご意見、ご要望などは、
だより

4

閉会中の委員会 の 動 き

報告 件を聴取

▼総務委員会
／

報告２件を聴取

▼区民委員会
／

▼厚生委員会

★中野区議会ホームページURL
http://kugikai.city.nakano.tokyo.jp/

名
件

15

19

45

区長提出議案
平成19年度中野区一般会計補正予算（第３次）
○
○
×
○
○×
可 決
中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例（修正案）
○
○
×
○
○×
可 決
中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例（修正案部分を除く原案）
○
○
×
○
○×
可 決
中野区地域センター条例の一部を改正する条例（修正案）
○
○
×
○
○×
可 決
中野区地域センター条例の一部を改正する条例（修正案部分を除く原案）
○
○
×
○
○×
可 決
中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例（修正案）
○
○
×
○
○×
可 決
中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例（修正案部分を除く原案）
○
○
×
○
○×
可 決
中野区立児童館条例の一部を改正する条例
○
○
×
○
○×
可 決
中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
○
○
×
○
○×
可 決
中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例（修正案）
○
○
×
○
○×
可 決
中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例（修正案部分を除く原案）
○
○
×
○
○×
可 決
中野区立公園条例の一部を改正する条例（修正案）
○
○
×
○
○×
可 決
中野区立公園条例の一部を改正する条例（修正案部分を除く原案）
○
○
×
○
○×
可 決
中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例（修正案）
○
○
×
○
○×
可 決
中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例（修正案部分を除く原案）
○
○
×
○
○×
可 決
中野区立体育館条例の一部を改正する条例
○
○
×
○
○×
可 決
中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例
○
○
×
○
○×
可 決
中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例
○
○
×
○
○×
可 決
請
願
（１項）
×
×
○
×
○×
不採択
⒆ 第３号請願 西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願
（２項）
×
×
○
×
○×
不採択
（３項）
×
×
○
○
○×−
不採択
※会派等の略称〔自民：自由民主党議員団、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、無所属：無所属議員〕
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。
中野区議会ホームページでは、議
会のしくみをわかりやすく説明して
います。ホームページの「わたした
ちの中野区議会」の中に掲載してい
ます。どうぞご利用ください。

−：退席】
×：反対
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（6）
平成20年
（2008年）
1月27日
第207号

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。

