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江古田一丁目付近の新青梅街道の桜並木

青空と高層ビルと桜（南台いちょう公園）
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年度補正予算、令和４年度

用地特別会計、国民健康保

令和４年度の一般会計、

日付

◆常任委員の所属

変更◆

令和４年３月

で、
大内しんご議員（自

のうち、 件を全会一致で、 者医療特別会計、介護保険

木村

斉藤

和彦

広一

ゆり

（共産）

（公明）

（立憲）

き議員（自民）の所属

員会になり、高橋ちあ

総務委員会から区民委

民）の所属委員会が、

特別会計の各会計当初予算

長沢

委員会が、区民委員会

した。

９件を賛成多数で可決しま

案は、全議員を構成員とす

わたる（無所属）

大内

たけし（都ファ）

しんご

民）の所属委員会が、

高橋かずちか議員（自

から厚生委員会になり、

予算特別委員会では、は

渡辺

◆反対討論

じめに、 人の委員が予算

れました。

石坂
また、９件の議員提出議
案を審議し、そのうち６件
を全会一致で可決し、３件
を否決しました。

全体の総括質疑を行った後、

吉田

むとう

（△83.6％）

■国民健康保険事業特別会計

325億5,300万円

（1.6％）

75億8,500万円

240億3,400万円

（3.2％）

辞任・選任◆

日付で「都民

ました。

郎議員は無所属となり

たけし議員、内野大三

派に所属していた渡辺

議団」が解散し、同会

ファーストの会中野区

３月

◆会派の解散◆

た。

営委員に選任されまし

議員（自民）が議会運

辞任し、高橋かずちか

民）が議会運営委員を

で、
大内しんご議員（自

令和４年３月

日付

◆議会運営委員の

員会になりました。

厚生委員会から総務委

総務、区民、厚生、建設、

用地特別会計、後期高

有子（無所属）
採択（１件はみなす採択）

子ども文教の５つの分科会

◆賛成討論

康一郎（無所属）
し、３件を不採択（１件は

齢者医療特別会計

（対前年度伸び率）

みなす不採択）としました。 で分野ごとに審査を行い、

その後、全体会で採決を行

国民健康保険事業特別

わたる（無所属）

３月９日の本会議では、

会計、介護保険特別会

石坂

委員会での審査経過を報告

計

いました。

した後、採決を行いました。

3億400万円

◆反対討論

わたる（無所属）

（6.2％）

■介護保険特別会計

石坂

■後期高齢者医療特別会計

予算の審議にあたり、次

1,579億3,500万円

２５

２２

の議員が討論を行いました。

（7.3％）

■用地特別会計

２５

陳情については、２件を

（自民）

る予算特別委員会に付託さ

◆賛成討論

一般会計

予算審議の状況

予算など、計 件の区長提

この定例会では、令和３

主な
掲載記事

険事業特別会計、後期高齢

１２ １２ １１ １０

から３月 日まで開かれま
した。
明を行い、２月 日から３

２月 日に区長の所信表
１０

出議案を審議しました。そ

１１

２５

１５

３６

令和 年度予算を可決

紅葉山公園のしだれ桜

２５

各会計予算額

一般会計当初予算は１５７９億３５００万円
前年比７・３％増

３６

２２

4

区議会は第１回定例会で、令和４年度予算を原案
どおり可決しました。また、「中野区公契約条例」
などの区長提出 議案、及び議員提出６議案を可決
しました。

会期中に見頃を迎えた区役所正面玄関のプリンセス雅

２７

令和４年度

第１回 定例会
区内の桜のある風景

１０

■一般会計

〒１６４−８５０１ 中野区中野４−８−１
（区議会事務局）電話０３−３２２８−５５８５ ＦＡＸ０３−３２２８−５６９３
（中 野 区 役 所）電話０３−３３８９−１１１１（代表）
Ｅ メ ー ル kugikaijimu@city.tokyo-nakano.lg.jp
ホ ー ム ペ ー ジ https://kugikai-nakano.jp/

区政をただす
令和４年度の区政運営方針と
取り組みを問う
平山 英明
修は、都の事業設計を踏まえ

公明党議員団

①小規模私立保育園での定

活習慣の関係性を分析・把握

できるようにする。②他区市

の状況を踏まえ研究する。

野方地域のまちづくりを問う

①野方駅周辺の商店街では、

早くから環境対策に取り組ん

適切に対応する。所得制限等

加への対策を求めるがどうか。 は、他区の動向も注視し検討

でいる。中野駅周辺に次ぐ環

員割れや学童保育の待機児増

する。③周辺住環境への影響

一 般 質 問
②都は、令和５年度から高校

境配慮型のまちづくりを目指

区

長

①改定する都市計

安全対策を講じるべきでは。

に危険な踏切として指定し、

進入角度が急な同踏切を、特

踏切で痛ましい事故が起きた。

など総合的に検討したい。④

①コロナ禍の一斉休校や部

学校教育の課題解消を

コロナ禍における

３年生までの医療費無償化の

ム改修費を令和４年度予算に

妊婦の優先接種枠を設けよ

重症化等のリスクの高い妊婦
計上した。区も令和４年度に

しては。②昨年、野方第４号

中村 延子
に対する優先枠を設けるべき

設置の可能性を検討したい。

り親世帯への給付金などは、

ワクチン接種予約において、 方針を決め、区市町村システ

子育て先進区を目指すこと

システム改修を実施し、所得
歳まで

の子どもを対象とすべきでは。 活動の制限など、環境の急変

制限をせず、全ての

と考えるがどうか。
３月以降の予約状

支援が必要な方々に必要な情
長

を目標に持ったことで、多く
区

報を届けようという姿勢が見
況を踏まえて判断したい。

が児童・生徒の学力・体力・

画マスタープラン等を踏まえ

③公園の一部を活用した常設

心に変化をもたらすと考える。 検討する。②国土交通省や西

た広報マインドを持つことが

武鉄道株式会社と連携して、

①子育て先進区を目指し、国

のプレーパーク設置を公園再

総合的な分析を早急に行うべ

更なる対策の検討を進めたい。

①国の動向を注視

必要であり、広報アドバイザ

整備計画に盛り込んでは。

きでは。②区内外の子どもた

長

や都の政策をリードしていく

④地域活力や防災性向上のた

ちのために、民間誘致による

区

女性へのきめ細やかな支援を
産後ケアの対象に死産・流

め、中野駅周辺再開発に合わ

保などの体制拡充が必要と考

ーの更なる活用も必要だと考

産の方も含めるべきで、例外

せ、地域ＦＭ局を開設しては。 区有施設を活用した不登校特

と述べたが、こども家庭庁創

規定により対象としてきたな

えるがどうか。

しながら、区の子ども政策の

設を見据えて予算や人員の確

えるがどうか。②区民と区長

教育長

①学力・体力と生

例校の設置を目指しては。

らば、ＨＰやかんがるーブッ

区でも対象になる。 状況等を踏まえて検討する必

①定員割れに対す

推進体制の拡充について検討

ク等の案内に記載すべきでは。 る支援は、運営事業者の経営
長

長

のタウンミーティングや子育
を進めたい。②新たな取り組
区

区

てカフェに加え、区長自らが
みに反映したものもあり、効

区民委員会視察報告

どう認識しているか。②文部

様々な子ども関連団体等へ足

版や公共施設の掲示など積極
要がある。学童クラブは、キ

科 学 省 は、
「子どもを性暴力

適切な支援となるように案内

の当事者にしないための生命

果があったと実感している。

的に発信すべきでは。②厚生

の安全教育」を具体化し、今

を運び、現場の声を聞いてき

労働省は昨年３月、扶養照会

浦野 さとみ

体制を拡充すべきでは。②杉

被害の場所を鑑み、ＪＲ東日

どう具体化するのか。③痴漢

①ポスターを作成

本などと連携し、痴漢をなく

長

し検査体制を拡充すべきでは。 中であり、今年度中に掲示す

いる。一定規模の場所を活用

る予定である。②「生活保護

①各学校では国か

す取り組みを強めるべきでは。

教育長

のてびき」は、現在改訂作業

②適切に行政検査

Ｐに掲載する予定である。

①「生活保護の申請や利用

多く、被害状況も深刻である。

ある。被害は子どもや若者に

権を侵害する明確な性犯罪で

長

③連携を視野に入

れていきたい。

区

し、指導を行うよう周知する。

省の教材例や手引き等を活用

とが大事である。②文部科学

れの立場で児童生徒を守るこ

に考え、周囲の大人がそれぞ

①心のケアを第一

ら送付された抗原簡易キット

長

員の健康状態を把握している。 取り扱いについて記載し、Ｈ
区

を行う体制を維持していく。

はみんなの権利」と、ポスタ

教育長

中であり、現在の扶養照会の

区

させた記述に改めるべきでは。 生まない教育が必要と考える。

ホームページ

の運用を変更する通知を出し

ッズ・プラザ併設型を基本と

日本共産党議員団

職員２０００人体制の
見直しを
児童館の転用により需要を満

前区政のもとでの行き過ぎ

し、民間誘致または閉館する

たしていく。②システムの改

た職員削減が各部署で大きな

令和５年度以降に

を活用して、児童生徒と教職

弊害となっている。基本構想・ 無料でＰＣＲ検査を実施して

長

は２０００人体制を維持する

区

な見直しが必要では。

の課題解決も難しい。根本的

困難になるだけではなく現状

ロジェクトについて説明した。 基本計画を前へ進めることが

施政方針ではナカノミライプ

後、教育現場に取り入れると

方法を検討したい。

用等で約２千万円、平成

た。
「生活保護のてびき」や

③広報アドバイザーを最大限

とら

採算が合わないとの理由で事

度は約２千８百万円もの税金

のは難しい状況にある。適切
な職員定数を見極めていく。

痴漢をなくす取り組みを

①子ども関連施設で感染が

ー等を作成し、区のお知らせ

①痴漢は性暴力であり、人

広がっている。子どもや教職

生活保護行政の改善を

員等の安全を守るため、検査

新型コロナ検査体制の拡充を

令和３年１２月２０日（月）から２１日（火）に、新潟県新発田市の「食
の循環によるまちづくり」についてと新潟県三条市の「マイナンバ
ーカードによる独自サービス」について視察を行いました。写真は
新発田市での様子です。

している。加害者も被害者も

た。対話の効果をどう捉えて
ホームページ

んどの事業は区報とＨＰで案

「中野大好きナカノさん」

年度は人形制作、動

プロジェクトを問う
平成

を、区が主導で行わなければ

業者が提案しない時は、区が

を使った。毎年数千万円を投

検証結果等を踏ま

「中野大好きナカノさん」ポスター

内しているだけだった。ひと

大内 しんご

中野駅新北口駅前エリアの
再開発を問う
自由民主党議員団

ならない。区民にとっての利

権利床を取得し、夢のあるま

入し、大手広告代理店に委託

る視点は区から見えてこない。 画・ポスター、ＳＮＳ発信費

益を第一に考えるべきだ。建

ちづくりをするべきでは。

年

築物の高さが２６２ｍへと大

長

え、事業を再構築したため、

区

全く触れていないのはなぜか。

して実施した、区長の最初の

まずは区民の視点

案者が実施出来ない場合は、

長

その時点で区がどうするか検

区

３６０度見渡せる展望台や展

討していく。

幅に上昇した。同じ高さの渋

望レストランなどの飲食店街

オリジナル施策に施政方針で

がある。区民が集い、楽しめ

谷スクランブルスクエアには、 で議論すべきであり、事業提

３１

並区では大規模公園を利用し、 ＨＰなどは今回の通知を反映

活用し、取り組みたい。

死産や流産を経験した

１８

いるか。③前区政では、ほと

前進したことは評価している。 られた。区役所全体がこうし

の子育て支援や子ども施策が

立憲民主党・無所属議員団

区長の４年間の実績を問う

第１回
定例会
区民の立場に立った再開発

３０

（2）
令和４年（２０２２年）
４月２８日
第２７０号

渡辺 たけし

中野駅新北口駅前エリア拠点
施設整備事業を白紙に戻せ
都民ファーストの会中野区議団

総合的に進めている中野駅周
辺まちづくりの実現が困難と
なる。⑤７千人ホールを中心
とした文化・芸術等発信拠点

若林 しげお

酒井区政４年間の実績を問う
自由民主党議員団

①１万人という規

来住 和行

憲法擁護非核都市宣言 周年
にふさわしい平和行政を

日本共産党議員団

ューを増やしていくべきでは。

②近隣区で実施している雨水

タンク助成は、安価で環境を

身近に考える機会にもなる。

助成を検討してはどうか。③

長

①令和４年度の平和事業は、 には、１００件を超えた。受

区

環境対策の中にゴミ問題を位

①公約であるサンプラザ

領証により受けられるサービ

機能を実現していきたい。

区長が就任直後に加盟した、

置 づ け、「 中 野 区 ゼ ロ カ ー ボ

期借地権方式による事業計画

模を再検討し、民設民営の可

スは広がっているのか。②同

①容積率が９００％から１
「１万人アリーナ計画全面見

平和首長会議の核軍縮の呼び

に修正することは可能か。⑤

能性や適正な施設規模という

０００％に変わることで、ど
直し」の件では区民に期待を

ンシティ宣言」達成に向け、

マンション問題を解決せよ

持続可能なまちの実現のため

性パートナーシップの「ファ

数百億円規模の区有地を手放

かけと繋がるような企画を期

区民と行政がともに環境問題

こがどのように変わるのか。

観点から、最大収容人数７千

待するが、現在の検討内容は。 ミリーシップ制度」への充実

老朽化したマンションの建

つな

持たせ、結果裏切っているよ

②区民の被爆者の方々に、区

してでも、７千人ホールが必

人程度を上限とした。②基本

長から心を込めたメッセージ

②容積率を上げることで、区
うに見えないか。②子育て先

て「子育て先進区」を位置付

進区に向けた具体的な施策は。 計画の重点プロジェクトとし

要な理由は。

③子育て先進区を目指す中野

区

長

①携帯電話契約の

家族割引適用、住宅ローンの

の設置を検討してはどうか。

称環境ネットワーク区民会議」

に取り組む仕組みとして「仮

て替え問題は大きな課題であ

を届けてはどうか。

を図るべきではないか。

る。具体的にどのように取り

け、全庁をあげて取り組みを

①歩行者ネットワ

区が何を実現すれば国や東京

長

ークの強化や地域交流・防災
組んでいくのか。

区

動産グループ提案の資金計画
機能の強化等が提案されてお

を考えているのか。③野村不

で、審査委員会から補助金の

①家庭の省エネル

医療機関での親族の取り扱い、 ギー化推進のため、限られた

長

財源による効果的な助成を検

区

日に、平和首長会議を通じて

民間会社の福利厚生手続きな

審査、生命保険の受取人指定、
進めてきた。③顕在化してい

受け取る予定の被爆二世の樹

討していく。②助成メニュー

①宣言日の８月

ないニーズや課題を把握し、

どで役に立ったとの声を聞い

の一つとして検討していく。

長

④実現目標としては程遠い基

施策に反映することを通じて、 木を、平和の森公園に植樹し

ている。②「ファミリーシッ

「地区まちづくり

条例による地区計画申出制度

準となる一般財源規模を設定

たいと考えている。②被爆さ

③ゴミやリサイクルも含め環

長

上に資すると考えている。②
の活用」を地域住民と進めて

している意味は。⑤前区長は

国等の政策を牽引していく。

プ制度」をパートナーシップ

区

上がった容積率で得られる保
来年度の都市計画決定に向け
おり、まちづくり手法による

失策した場合、責任を感じ自

れた方を含む戦争被害に遭わ

境問題に取り組む団体相互や、

区

り、区民や利用者の利便性向

留床による補填を考えている
協議していく。③全体の収入
支援を検討していきたい。

④一般財源の歳入見合いで、

制度に加える動きは、全国の

ほ てん

のか。④７千人ホールを諦め
と支出のバランスを見ながら

主的に給与をカットした。平

れた方々に、感謝と慰労の言

あきら

れば、駅前超一等地の土地を
精査する。④全体のスケジュ

身の丈にあった財政運営を行

ルコール消毒液は火の元の近

見えないが、区長の見解は。

たことについて、反省の色が

００万円余の税金を無駄にし

たと考える。⑥受動喫煙防止

めに生じた、必要な経費だっ

容について区民の声を聴くた

うために設定した。⑤整備内

①同性カップルがパートナ

葉を届けたいと考えている。

自治体で広がりを見せている。 区と団体との連携強化のため、

他自治体の導入状況も捉えつ

つ検討していきたい。

取り組んでいる。情報交換の

る制度を２０１８年８月に開

とは、有効な取り組みであり、 とで、区長が受領証を交付す

及び保健所等への応援要員を

ー機器への助成等、助成メニ

し、家庭に対して省エネルギ

①令和４年度を環境元年と

場の設置も検討していく。

始した。交付件数が本年１月

踏まえ、各部各課ごとに

更なる充実を

気候危機打開のため

人員割り当ての決定のみであ

の欠勤を想定し、点検した。

環境問題へ具体的に行動せよ

区民団体のネットワーク化に

くで取り扱う場合には十分な

⑥駅前周辺に喫煙環境を整備

対策を進める上で、駅周辺に

とら

注意が必要である。コロナ禍

している自治体は、たばこ税

長

パートナーシップ宣誓制度の

における新たな火災リスクを

けんいん

手放す必要は無くなる。２～

和の森公園再整備工事で４５

ひやま 隆

火災から区民の命を守れ
立憲民主党・無所属議員団

る。この調査結果を基に区全

②中野区政のＢＣＰに基づき、 る令和小学校の地域開放型学

憶円余入る

ーの関係にある宣誓を行うこ

区

実施する。防火防災訓練の場
でも普及啓発に努めていく。

課題として捉えていきたい。

小林 ぜんいち

中野区基本計画を問う
公明党議員団

とら

体として業務の優先順位を決

校図書館は当面開設を見送る

し ん ちょく

当たり的な対応ではないか。

今年４月に新校舎に移転す

課の事業の休止・縮小等を事

前期２年間の進捗、更には構

の想定と根拠は何か。②昨夏

前に検討し、オミクロン株の

ながら検討を行っており、第

中間見直しは抽象的な記載

地域開放型学校図書館を問う

め、想定される感染拡大の段

第５波以降感染が拡大した場

とし、図書館設備の活用方針

タもある。年間

完全分煙の環境を整備するこ

災である。死者は４名である。 防災指導を区民・事業者に対

収が上がっているというデー

②感染拡大前の令和元年と比

踏まえた、防火意識の啓発、

野方消防署管内では住宅火災

較すると、出火原因に占める

建物火災のうち

が連続して発生し、複数の方

署と連携し、コロナ禍特有の

年末年始にかけ、私の住む

が亡くなられた。犠牲となら

住宅での「ガステーブル等」

出火危険についても、あらゆ

階、フェーズごとに区民にお

合の保健所業務への更なる応

は示されていない。極めて場

％

造改革の進捗状況等を踏まえ、 知らせし、理解と協力を得る

援体制の確保に向けた各部各

たばこ税の一部を使い、喫煙

れた方々のご冥福を心からお

の割合が倍増しており、区で

る広報媒体を活用した広報を

％

所の整備を進めるべきでは。

祈り申し上げる。改めて火災

も東京消防庁の分析通りの傾

で、変える要素すら見いだせ

見直しの必要性を判断する。

の感染拡大から、第５波が一

感染急拡大についても事業継

二図書室や児童の活動スペー

では、十分な取り組みや検証

段落していた昨年末までに、

続計画の緊急点検や保健所応

スとする等、当該校の児童に

長

新型コロナの影響

的に何を改定するのか。
区

学校と調整を図り
①「オミクロン株感染拡大

検討・決定する時間が充分に

援職員の派遣等具体的かつ迅

有効な活用方法を考えていく。

教育長

に係る事業継続計画の緊急点

あったにも関わらず、何も決

危機管理対策を問う

検等について」の報告が委員

速な対応を図ってきた。

を行えないと考えるが、具体

で特に計画期間後期の財政見

定されていない理由は何か。

％を越える従業員の欠勤」

①都の要請による

会でされたが、具体的に何を

「

長

通しが不透明な状況であるこ

通しが明らかになった際には、 の保健所へ応援を行う職員の

区

するのか示せておらず、当面

べきである。想定欠勤率

ない。５年という短いスパン

中野・野方両消防

の恐ろしさを実感し、火災か

向が見られる。

件が住宅火

ール等を見直すこととなり、

都をリードすると言えるのか。 進めたり、既存事業の改善も

割合が高いと指摘されたが、

民に対してどのような利活用

４０

３千人のホールに縮小し、定

１５

とから、令和５年度の財政見

２０

して行う必要があるのでは。

ら区民の命を守るため更なる

コロナ禍での

として使われている飛沫防止

スマホやタブレットで
なかの区議会だよりが
読めます

取り組みの必要性を痛感した。
①区内の火災発生状況は。②

新型コロナの拡大により新

火災リスクを問う

禍において在宅時間が多くな

たな火災リスクも指摘されて

東京消防庁によると、コロナ

ったため、住宅火災が増加し

ていることが明らかとなった。 いる。例えば、感染予防対策
火災発生状況と新型コロナに

シートは設置する位置によっ

ひ まつ

伴う行動変化との因果関係を

ては火災発生時に煙が遮られ、
火災報知器の感知が遅れたり、
スプリンクラーの散水が妨げ
られる恐れもある。手指のア

（アンドロイド端末用）
（ｉＯＳ用）

２０

２０

３４

どう分析しているのか。
区 長 ①令和３年中の速
報値で火災件数が 件、その
うち建物火災が 件であり、

１０

６３

５０

第２７０号
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地域共生社会の実現を目指す
地域包括ケア体制を充実せよ
①様々な視点から

しむ活動を実施してはどうか。
教育長

つながる はじまる なかの
にふさわしい産業振興を

で環境行動を率先して実践で

きるよう検討したい。

ョンプランが策定されるが、

①地域包括ケア総合アクシ

ていく」とのことだったが、

現するために取り組みを進め

構想で描くまちの将来像を実

区長の施政方針では「基本

な財政運営を進めていきたい。

繋がることのないよう、健全

かり注視し、財政の硬直化に

難しいが、今後の動向をしっ

結するため、抑制することは

歳出抑制に務めた
予算編成を進めよ

①区主催の環境イベントで、 読んでも理解できないとの声

令和４年度予算編成では、「更

ての区民を対象とする「中野
区地域包括ケア総合アクショ
ンプラン」が策定される。そ
の中で児童館はどのような役

はぐく

を育む学力を身につけさせよ

環境施策を進めよ

①提案を含めて効

つな

小児用ワクチン接種を問う

新型コロナウイルスの小児

用ワクチン接種を控え、不安

を抱える保護者もいる。①区

カ所の医療機関で個別

接種を行うとしているが、地

種体制となっているのか。②

小児接種を実施する医療機関

待合室の混雑への対策など、

新型コロナウイルス感染症

①バランス良く立

に対する安全対策への考えは。

長

地しており接種体制は十分と

区

より扶助費の増加が見込まれ

の増加や、高齢化の進行等に

拡大の影響による生活困窮者

増加傾向の義務的経費を問う

繋げる予算になったと考える。 域に偏りなく、スムーズな接

つな

活動を力強く再開し、未来へ

ス感染症との闘いを乗り越え、 内約

新型コロナウイル

伊藤 正信

①オープンイノベーション

もある。わかりやすい区民目

なる歳出抑制に努め、必要な

長

自由民主党議員団

検討していく。②各学校と協

を実施しては。②ソーシャル

線のハンドブックの作成や、

地域で支え合うオールなかの

議し、学校施設の改修等を計

ビジネス支援に取り組んでは。

子どもや若者にもブース等の

親しみやすい副題をつけては。 事業のみを進めるべき」との

間 ひとみ

画的に進めていく。③教員研

③ＤＸや事業承継等の課題を

参加の間口を積極的に広げて

立憲民主党・無所属議員団

斉藤 ゆり

修の内容を充実させ、体制を

抱える事業者に寄り添う伴走

は。②ＳＤＧｓやサステナブ

教員増員配置等について今後

検討し、見直していきたい。

強化していく。④低学年から

支援体制を整備しては。④Ｓ

立憲民主党・無所属議員団

①誰一人取り残さないよう、 指導を行う体制づくりを充実

ＤＧｓの企業登録・認証制度

考えに反しており、とても残

区

を実現せよ

放課後学習教室の拡大、少人

②子育て・若い世代に対する

①年齢や課題を問わず、全

数指導の充実、地域人材の活

ルな取り組みに対し、賞の授

児童相談所設置に伴う
児童福祉施設関連事務を問う

子どもも若者も活躍できる

割を担うのか。②なかの生涯

を参考にしては。

念である。率直な見解は。

公教育の責任で「生きる力」

学習大学の事業は、地域共生
用や任期付短時間勤務教員の

公益活動支援の強化を促すた

させていく。

社会の実現において大事な取

与を行っては。③子ども達が

め、具体的な施策を進めては。

①多様な主体が連

環境に関するリーダーとして

長

公平な配置等を検討すべきで

携したオープンイノベーショ

活躍できる講座を展開しては。

区

り組みである。検討に当たり
「聖オディリアホーム乳児

ンによるスタートアップ支援

長

は。②学校再編計画は期待通
院」
「愛児の家」への支援は。

果的な広報に努めたい。②ニ

とら

的な支援策を検討したい。

の充実を求めるべきでは。

考える。②医療機関に対して、

実することは考えていないが、 た財政運営が必要と考えるが、 予約枠の設定において、時間

る。この動向を十分に把握し

当たりの受付人数にゆとりを

①大幅に改定、充

義務的経費の歳出抑制はどう

長
等も含めわかりやすく紹介す

より使いやすいものとなるよ

区

るなどの検討をしては。

教職員や区民に対して、事例

区

区の考えを改めて伺う。
りに進んだとはいえない。今

区 長 ①子どもの主体的
とら

ＰＲ効果の高い取り組みを検

①若者世代の発表

できるよう支援を行っていく。 たい。③先進自治体の事例を

討していく。③子どもエコ講

長

の機会を増やすよう考えたい。 ーズを広く捉え、区の施設の

国語科の指導体制の強化が必

参考に検討したい。④他自治

区

化の在り方を検討したい。②

②学びを通じて人と人とのつ
要だと考えるがどうか。④区

や、商店街を含めた地域活性

後の児童数等の推計をどう捉
専門性を高める関係性を構築

②環境配慮行動の促進に向け、 利用方法の改善等を含め具体

両施設とは相互の

な成長を支援し、子育てに関
え、影響をどう解消しようと

必要な支援の内容等を検討し

長

する相談対応を行う等、今後
し、地域と良好な関係が維持

区

その機能を更に強化していく。 考えているのか。③小学校外

ながりをどう広げるか、どう

体の事例を参考に検討したい。 座を実施しており、生活の中

日野 たかし

的に現場で適用されるよう、

内全校で小１から外国語に親

公明党議員団

新型コロナウイルス感染症
への今後の対策を問う

地域での活躍に活かすか等を

し ん ちょく

高橋 かずちか

沼袋駅周辺のまちづくりの
進捗状況を問う
自由民主党議員団

②先進自治体の事例を参考に

区民サービスに直

持つように求めている。
事者等からの要望を踏まえ、

長

考えているのか。
①学校でのオンライン活用

区

うに検討を進めていきたい。
状況を検証し、学校現場への

し、費用対効果等について検

①他区の状況や当

地域の重要な活動拠点であ

事業者が実施可能な整備の在

長

る「みずのとう公園」を含め

授業の質の向上が重要と考え

討したい。③施設整備につい

区

①空地となっている取得用

適切な支援をするべきでは。

り方について検討していく。

て、どのような支援ができる

①オンラインでの

地の有効活用について、区の

た、哲学堂公園周辺地域の面

ており、教員への研修を通し

②現場に内容等が浸透してい

rikkennakano@gmail.com

教育長

考えは。②立体交差事業完了

的整備について、区の考えは。 ②中野サンプラザの集団接種

て、授業力の向上を図るなど

立憲民主党・無所属議員団

等の配慮も必要ではないか。

後のバス等交通網整備の見通

会場において、教職員に打ち

①今後、関係所管

netnakano@gmail.com

にぎわいづくりに

く取り組みを進めていきたい。 か検討し、委託業務の実態を

長

を取り入れてはどうか。
区

公明党議員団

長

の支援を行っていく。②学校
から希望がある場合は区のワ

設整備については、どのよう

哲学堂公園周辺地域の

４０

jimintou.nakanokugikai@mbn.nifty.com

自由民主党議員団

区

しについて、区の考えは。③

やすい時間帯の枠を確保する

つな

取り組んでいく。

踏まえ、円滑な事業運営を支

駅前拠点空間の区の考え方は。 繋がるよう、まちづくりにも
区 長 ①歩行者通行が可

①母子健康手帳の内容を更

な支援が可能か検討を進めて

援していく考えである。④施

に 充 実 し、
「中野版子ども手

いく。また、施設整備に関す

子育て支援を充実せよ

帳」を作成すべきでは。②母

る補助制度の充実については、

クチン担当と連携し、接種で

子手帳アプリを早急に導入す

国や都に働きかけていく。

防災計画への反映について、

べきでは。③産後ケア事業に

能となる暫定整備を検討する

関して、施設整備や事業委託

きるよう依頼していく。

についても更に支援が必要で

区の考えは。⑤防災訓練に、

①江古田三丁目重度障害者

は。④南部地域の産後ケア施

火山噴火に備えた

①降灰の回収や道路上の灰

グループホームの確実な整備

設整備を検討しつつ、国や都

とともに、地域住民の意向を

わい創出を進めたい。②今後、

の処理について、区の考えは。

などと協議していく。②調査

に向け、事業者の意見も調査

に働きかけ、施設整備費など

火山噴火災害に対応する内容

事業者と協議し検討を深めて

②火山災害を想定した災害備

・研究していく。③具体的な

居住等も視野に入れた整備等

すべきでは。③降灰被害など、 周知方法を今後検討していく。 のうえ、例えばサテライト型

蓄品と装備を、具体的に検討

④火山編の掲載も検討してい

も検討しては。②子どもの権

防災・減災対策を

いく。③にぎわいや回遊性の

区民への周知を徹底する必要

く。⑤防災訓練や啓発につい

利条例の提出に当たり、具体

確認しながら、商店街のにぎ

向上に資する、まちの在り方

があるのではないか。④富士

ても検討していく。

jcp.nakanokugidan@mbn.nifty.com

日本共産党議員団

障害者施策を推進せよ

等を検討していく。

山火山噴火災害の中野区地域

まちづくりの方向性を問う

区議会各会派の
Eメールアドレス
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令和４年（２０２２年）
４月２８日
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子育て支援策に所得制限を
設けることの是非を問う

小中学校の校則や
ルールを見直せ

子どもの包括的支援のための
各種データを連携・共有せよ

れのシステムで管理している。

は複数の部において、それぞ

立石 りお

①子どもを包括的に支援す

地域包括ケア体制のためのシ

無所属

るための各種データの連携・

ステム活用は、今後、推進部

小宮山 たかし

おいて、生活のきまりについ

共有は、どの部署が推進する

署も含めて検討が必要である。

無所属

て意見を述べる場が設けられ

のか。②中野区は「子育て先

②具体的な支援のための取り

いながき じゅん子

男子生徒には白黒紺の靴下

ており、実際に生徒会での話

進区」を掲げているため、支

組みを行うなかで、システム

無所属

を認める一方で、女子生徒に

し合いや生徒と教員との協議

援が必要な子どもを取り残さ

ホームページ

所等を区ＨＰで公表したが効
果が無い。①区報や掲示板等

子育てを本気で応援するの

は紺のハイソックスしか認め

を通して決定したきまりも多

ないよう、セキュリティ対策

むとう 有子

不良な生活環境解消へ条例で
氏名公表や過料に厳格対応を
無所属
きゅう じ

ない、ブレザーの前ボタンは

い。小中学校の取り組みにつ

条例により鳩への給餌中止

常時二つ閉める、眉毛の手入

いては、その理由も含めて、

得制限をかけるべきではない。

つな

中野区改善運動の発表会に

職員の改善マインドが遺憾

れ禁止等、理不尽で非合理な

であれば、子育て支援策に所

中所得以上の層に区の魅力を
なく発揮され、組織や区政の

校則やルールが各小中学校に

新型コロナワクチン健康被害

感じてもらえれば、結果的に
活性化に繋がるような仕組み

命令に従わない者の氏名、住

国は、医療費請求９６９人

税収が増え、持続可能な区政

頼らない業務改善をせよ

複数の公表方法を検討しては。 中５１５人を接種での被害と

の実現に繋がるのではないか。 や職場風土はあるか。

は情報不足で評価できないと

活用によるデータ連携や共有

区 長 ①他の方法も研究

救済制度の早期対応を

②過料を科した後の対応策は。 認定し、１４２８人の死亡者

をした上で、関係者間でデー

職員の年間目標の

改めて保護者や地域に、保護

長

様々存在している。区が作る

区

についても視野に入れながら、

現在は事業ごとに

タを共有しながら対応できる

長

者会等を通じて丁寧に説明し

区

子どもの権利条例を「豚に真

体制整備の在り方を検討する。

した。区申請受付分を都へ進

設定等を通じて、職場風土の

体制を整備してはどうか。

する。②納付期限までに未納
なら督促、強制徴収と対応し、 達していないが、区の状況は。 判断し、所得に応じた負担を

ていくよう助言していく。

葬祭料１件、医療

珠」にしないためにも、生徒

長

醸成に努め、成果を人事評価

区

①子ども本人だけ

求めているが、国や都の動向

不良な生活環境解消に努める。

①

区最下位になった出生

無所属

康一郎

人権を守る取り組みを

討を進める。

吉田

「子育て後退区」をただす

報等も含まれるため、現在で

でなく世帯や所得に関する情

長

自身に校則を議論させるなど

と～とあるウイグル人女性の

竹村 あきひろ

安全保障情勢に即した
平和事業の取り組みを
無所属

倍に増加した

証言～」を紹介し、全区立図

年間で

中国の国防予算は、区民に周

書館の蔵書とするなどしては。 子ども関連予算が減っている。

率の向上に向けた事業は。②
知 す べ き 情 報 と 考 え る。「 中

①

区

制度の中で評価し、モチベー

石坂 わたる
児童館での児童と障がい者等

区内の全中学校に

を見据えながら議論したい。

費等５件の申請があるが、調

無所属

憲法擁護・非核都市の宣言
周年で、従来の展示に加え、

との交流を積極的に進めよ

教育長

して、校則を見直しては。

相談しやすい環境

戦争、貧困、抑圧、差別を
なくす平和事業を展開せよ

ションの向上に繋げている。

査委員会設置に時間を要して
いる。速やかに開催したい。

長

を整備する等、満足度の高い

区

近藤 さえ子

新庁舎移転を契機に温かみの
ある区民サービスを実現せよ
無所属

業務改善運動（ワンナップ
チャレンジ）で、サンプラザ

「平和をどう作るか」も考え

①中国の人権状況と国会の

サービスを提供していく。

拡充すべきでは。③児童手当

①積極的な情報提

決議について区長の見解は。

長

野区における平和行政の基本

と別に手当を支給しては。④

区

①高齢者や障がい者と触れ

供は考えていない。②非核都

ち

に関する条例」に基づく、情

職員が地域に飛び出して不

長

①政府の動向を注

に取り組んでいきたい。

区

発を続けることが責務では。

ら

合える事業や、複合的な事業

②北朝鮮拉致問題について区

ペーパーレス化が進み、便利

周知を工夫する。

産後ケア施設に対する支援事

のＨＰに恒常的に掲示し、啓
方法の相談体制を整備せよ

新区役所庁舎での展示や発表

長

市の宣言に基づくが、核実験

業を行うべきではないか。

登校の児童・生徒を見守る仕

区

報提供を検討したか。②区の

に限定はしていない。他自治

になることは望ましいが、区

組みは考えられるのか。

庁舎移転を契機にデジタル化、

を行っては。②箱モノ重視か

抗議文は、核実験に限定され

役所を訪れた区民、特に高齢

ホームページ

ら児童の支援や遊びのプログ

体の状況も捉え、対応を検討

援センターの運営等を予定し

保護者等の要請で、

①子ども・若者支

てきた。核兵器も対象として

していく。③国際社会におけ

長

【問合せ】区議会事務局
（電話０３－３２２８－５５８５）

区

https://kugikai-nakano.jp/

者や障がい者は、親切な職員

長

ラム重視への転換をしては。

は。③人権問題は平和事業と

ている。②更なる充実を図る。 視していく。②恒常的な啓発

区
①更に検討する。

る人権問題と捉え、本書籍も

とら

団体が社会教育主事や学芸

して周知すべき情報である。

情報収集の対象と考えている。 ③総合的に勘案していく必要
可能と考える。

長

家庭や学校に支援員を派遣し、 員へ相談できるようにしては。 ②更なる人材育成に努め、一

世界中で知られる清水ともみ
長

●声の区議会だより

目の不自由な方のために、区議会だよ

視覚障害者の方へお知らせください。

３―３２２８―５５８５）まで。

をご希望の方は、区議会事務局（電話０

郵送により無料で貸し出します。利用

「声の区議会だより」を発行しています。

りを朗読録音したＣＤ・デイジー版ＣＤ

ご利用ください

区

本会議、
予算特別委員会を
インターネットで
ご覧いただけます

区

がいて、安心して手際よく手

人一人に寄り添う児童福祉の

５・４個分のペーパーレスを

２３

教育相談等を行っている。

中野区議会
ホームページＵＲＬ

る内容を工夫すべきでは。

４２

があり、研究していく。④検

キッズページ

不登校の子に丁寧な支援を

３０

中野区議会ホームページのキ
ッズページでは、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。

氏の著作「私の身に起きたこ

みんなでみてね
「わたしたちの
中野区議会」

向上を図りたい。

中野区議会のホームページか
ら、本会議、予算特別委員会の
様子をインターネットで録画配
信しています。
ぜひ、ご覧ください。

行った総務部が優勝した。新

４０

続きができる温かみのある新

中野区議会では、Ｊ：ＣＯＭ
チャンネル中野で、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。

庁舎であって欲しいがどうか。

中野区議会定例会
（一般質問）を
テレビ放送しています
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山本 たかし
支援センター内の若者相

義務教育修了後から

歳

高校３年生（

歳）

問

保育園の開設後賃借料補

助の対象期間が終了し、また、

待機児解消による欠員が増え、

経営が苦しくなる保育園が増

ひでふみ

都から詳細な事業設計が

答

加する。包括的な保育園の助

約１憶６千万円である。

内在住の子ども達が表彰され

推進してきた中野東図書

図書館

年の規則制定以来、 育て支援策として研究する。

を含め、総合的な子ども・子

一時預かりの新たな展開

示される予定であり、都の動

昭和

答

成制度を検討すべきでは。

問

教育委員会の表彰

向を注視しながら検討する。

白井

公明党議員団

歳までの医療

所得制限を設けず全ての

までの医療費無償化
問

高校３年生、

高校中退者に進学支援や、 費を無償化した場合の区の費

までの方を対象としている。

答

中退者への支援も行うのか。

談フリースペースでは、高校

問

立憲民主党・無所属議員団

令和４年度の歳入増の要

重要だと考えており、財
問

答

区外の小・中学校に通う、区
若者の社会復帰を継続的
答

進路の案内も行っているのか。 用負担額は。

問

館の子どもフロアの反響は。

た例はあるのか。

該当事例はない。

都が医療費無償化に対し

答

問

を受けた相談員が、若者と一

助成制度の方向性を示した中、

校内にフリースクールを設置

答

区内での中野の順位は。

学校に通う子どもの割合は。

の貸し出し割合は ・８％と

もフロアを利用し、児童図書

答

校が

・９％である。

小学校は８・３％、中学

来館者の半数以上が子ど

参考として私立の小・中

問

中野区は決断すべきでは。

問

導教室の間の位置付けであり、

状況を分析し、子ども達

効果がある。検討してみては。
答

他の図書館の３倍である。

地域開放型学校図書館を

問

教育委員会の表彰の範囲

問

区は評価する一方で、更に２

粗大ごみの収集期間

や規則を改正すべきである。

年以上の検討を行い、この間

これまでは最下位層だが、

問

教育長の決意は。

建設する小学校に開設未定の

答

する方が増えたが、粗大ごみ

答

の選択肢を用意するために、
不登校対策計画を策定しては。
新しく策定する教育ビジ

食育の観点で、有機野菜

学校給食での有機野菜の活用

令和４年度は最上位層になる。

の受付から回収日までの期間

地域開放型学校図書館を整備

子ども達の居場所や学び

が長すぎる。改善すべきでは。 外の学校に通う児童、生徒の

するとの計画に、早期に結論

問

問

表彰については表彰基準の見
都内産農産物を活用して

億円

億円の見込

することを計画している。

合わせて年間約

み差がある。１校平均

戻ると想定すると、区の予想

問

である。令和４年度は新規事

えの計画が遂行できるか疑問

用に相当し、毎年１校建て替

である小中学校の建て替え費

に反し令和５年以降は税収減

業 等 を 行 う の で な く、 基 金

録した。新型コロナ終息後、

度の国の税収は過去最高を記

の下支えが行われ、令和２年

により、予測より伸びが鈍化、 ロナとの闘いを乗り越え、未

ているが、今後の経済状況等

答

れるがどうか。

答

考えるか。

新規・拡充事業は新型コ

来につなげる予算であり、必

確保にも努めた。

区民サービスへの影響を

踏まえ、集中して検討する。

答

を出すべきではないか。

覧ください。

抗議文の全文は、中野区議会ホームページをご

の即時停止と撤退を強く求めました。

主権侵害に抗議するとともにロシア軍による攻撃

議文を送付し、核兵器使用の示唆とウクライナの

ン大統領及びガルージン駐日ロシア連邦大使に抗

を行ったことに対して、３月１日、同国のプーチ

ロシア連邦が今年２月にウクライナに軍事侵攻

ロシア連邦によるウクライナ
への軍事侵攻に対する抗議文
を送付しました。

私立保育園の助成制度

直しを含め検討していく。

区立学校のみならず、区
答

答
答

おり今後も研究していきたい。

４週間から３週間に短縮
等の食材の活用を検討しては。

に合った支援体制を検討する。

４３

ョンの中で検討していく。
子ども・若者支援センター

自由民主党議員団

加藤 たくま

問

となる。会派の試算では毎年

新型コロナにより経済は
悪化したが、コロナ対応の約
兆円の補正予算により生活

これほどの財政出動はないと

下降する可能性もある。

要な事業である。後年度負担

何度も言ってきたが区の

たが、中長期的な戦略をどう

考えるが、現在の社会情勢及

問

国の試算を踏まえ予測し

び国の財政について見解は。

も踏まえながら、基金の残高

景気は上向き状況だが、

億円不足し、令和４年
度からの新規事業等によって

間約

経常経費が約

億円増額し、

リスクもあり、楽観視できる

新型コロナ拡大による下振れ

答

想定は甘く、歳入見込みは年

約

（貯金）を貯め込むべきだっ

コロナ禍前の経済状況に

５２

５０
億円が不足すると考えら

許されざる雑な財政計画

コロナ禍で不要品を処分

３３

学校図書購入費

緒に進学・進路を考えていく。 各区の決断が注目されている。

広島県内の小中学校では、 に支援するものであり、相談

不登校対策

源確保を検討していきたい。

答

因を見極めて、積み立てては。

問

子ども達を応援する基金

答

している。学校教室と適応指

問

５３

１８

１８

３９

問

状況にはないと考える。

１９

う
問
を
算
予

２３

３０

３０

予算特別委員会では、２月２４日、
２５日、２８日、３月１日の４日間、
２２人の委員が予算全般について質
疑を行いました。

令和
４年度

７７

予算特別委員会
総括質疑

（6）
令和４年（２０２２年）
４月２８日
第２７０号

一般会計歳入歳出予算に対する
付帯意見

・新型コロナウイルス感染拡大状況と緊迫する世界
情勢の変化を注視し、新規・拡充事業については
執行方法や時期について、議会への理解を図りな
がら実施をすること。
・児童館の機能拡充に関する予算については、今後
の児童館施設とサービス内容について区議会に丁
寧な説明を行い、十分な理解を得るとともに適切
な執行に努めること。
・商工会館跡地活用については、近隣住民への十分
な情報提供と意見聴取を終えるまでの間は、事業
の進行を止めること。
３密を避けた予算特別委員会の様子

第２７０号
令和４年（２０２２年）４月２８日
（7）

だいすけ

技術的な踏切除却の実現

可能性を検証するものである。

答

羽鳥

日本共産党議員団

小・中学校の新型コロナ対応

答

地域に説明する場を設け

ることは考えていない。
死産や早産により子どもを
亡くした区民への対応
中野駅新北口駅前エリア

自由民主党議員団

人を保健所の

大内 しんご
では、職員約

増員に充てている。他区では、

区画街路第４号線整備

公明党議員団

除却による耐震化を積極的に

促進するために、不燃化特区

などの整備区域以外における

助成制度について、どのよう

かつひこ

７年度末までの完了に向けて

な制度設計を考えているのか。

南

推進していく。

耐震改修促進計画において、

改定を進めている中野区

木造住宅の耐震改修助成事業

答

問

駅周辺の回遊性を高める

収用権が認められている

応援体制が組まれている中で

公共事業のために土地建物を

問

施設の容積率を９００％

発表会を開催したのか。

売却した場合に受けることが

の対象範囲を区内全域として

問

当区でも保健所等へ全庁

環状交通ネットワークは沼袋

死産や流産など、早期に
から１０００％に変えるとい
答

できる譲渡課税の特例とはど

問

子どもを亡くされたご家族が
うことだが、展望フロアや上

的な応援を行っていたが、検

平面図では、野方駅を西

利用できる区の施策は何か。
層階にレストラン街等の設置

おり、昭和 年以前の建築の

空き家でも耐震診断を前提に

問

に約１４０メートル移動させ

助産院や医療機関に通

駅前の拠点空間整備の中で、

租税特別措置法で２つの

どのような道路形態として検

都による教職員対象の定

期的な検査の目的・内容は。
るとともに、線路を南側に移
答

のようなものか。

沼袋駅周辺まちづくり

感染者を早期に発見し、
動させている。これによる立

討の結果、開催した。

答

感染拡大・集団感染を防止す

答

も検討できるという話か。

制度の活用が可能となると考

答

所・宿泊をしたり、助産師に

討していくのか。

非常事態という中、区役

よる居宅訪問によって心身ケ

特例が規定されており、対価

答

問

問

答

ち退きの想定件数は。

所庁舎の一室に集まって行う

補償金等で代替資産を取得し

をするのではなく、歩行者等

ティネット住宅の登録制度の

今年の１月に施行予定者

ることを目的として、区立学

による説明会が行われ、展望

必要があるのか疑問に思う。

た場合の特例と譲渡所得から

の回遊性向上や安全で快適な

促進を図るべきでは。

区で検討している内容は

校の無症状の教職員を対象と
アや保健指導を受けられる産

レストランの設置等、区民か

時期をずらして開催する等の

最高５０００万円の特別控除

歩行者空間の確保を目指して

答

問

検査は３月までとされて
区で検討している内容は

めの事業費はどのくらいか。

野方第１号踏切除却のた

回答を差し控える。

らの要望・意見を踏まえた修

検討はなされなかったのか。

額を差し引く特例がある。

おり、権利者と話し合いを重

した検査で、週１回程度、定
後ケア事業が利用できる。

正案が提示されている。

答

問

地下方式案における鉄道

ＨＰで周知するなど、必

ＨＰ等も含め、きめ細や

空き家を活用したセーフ

空き家の有効的な活用と

者等に向けて積極的な周知を

していく。

総務委員会視察報告

老朽化の進行を踏まえた

空き家対策

問

えている。

要な情報が得られるよう工夫
問

等への応援で発表会への参加

ねて在り方等を検討していく。 しても期待でき、不動産所有

答

周知する必要があるのでは。
保健所職員の参加は。

用地交渉の初期段階から
問

周知することを心がける。

事業認可期間である令和

用地取得をして道路整備

答

してはどうか。

からのその他の要望を、区か

は難しいという声もあったが、 容をより丁寧で分かりやすく

問

いるが、４月以降も実施すべ
回答を差し控える。
答

ら事業者に提案するような意

期的に行うものである。

きである。都に要望しつつ、
問

かな支援となるよう周知の方

見交換会は行われているのか。 検討の結果、開催に至った。

ホームページ

区も実施体制を整えるべきで
用地の概算事業費は、単線シ
法を検討する。

問

はないか。
ールドのために過剰に算出さ

令和４年度以降の都の事

協議は毎週行っている。

３名が発表を行い、発表

コロナ禍によりスケジュ

答

一部の職場から、保健所

答

れていると思う。複線シール

商業施設の設置等、区民

業継続見込みは把握していな
ドであれば大幅に低減する可

問

ールに影響が及ぶことが憂慮

終了後に業務に戻っている。
発表会の参加者は。

ワンナップチャレンジ発表会

地権者に対して特例の内

いが、これまで同様、周知な
能性がある。複線シールドを

問

今年度は開催したのか。

されるが、令和７年度完了で

問

改めて検討すべきでは。

区長や議員、各部長、区

答

変わりはないか。

答

１月

名

日に開催した。
答

事業主体の東京都が比較

答

１月

職員、他自治体職員など
問

程度が参加した。

日にまん延防止等

検討を行ったうえで最適な構

重点措置が発令され、杉並区

のような対応をしているのか。 と聞いている。放課後を過ご

す環境が充分に確保できるか

各学校では、新型コロナ
答

待機児童を対象に、入退

心配だが、どう対応するのか。
答

の感染に対する不安や不登校

学校情報配信システムでは、
この点は改善されるのか。
欠席、遅刻等の連絡もで

令和３年１２月２１日（火）から２２日（水）に、愛知県豊橋市の「豊
橋市ドローン飛行隊『RED GOBLINS』について」と愛知県知
立市「行政改革とSDGs未来都市について」の視察を行いました。
写真は豊橋市での様子です。

西武新宿線連続立体交差事業
（野方駅ー井荻駅区間）
造形式を選定するものである。

野方第１号踏切との立体

問
問

報告書について、区民に

交差にかかる検討が行われ報
告書にまとめられたが内容は。 対する説明会を開くべきでは。

たかゆき

立憲民主党・無所属議員団

森

まち ば

館システムを活用し、学校か

れる。町場の景況感を注視し、 傾向などで登校できていない
児童・生徒に、教室での授業

場合によっては機動的な経済

ら直接児童館に来館できる対

令和４年度当初予算（案）

対策、生活支援策が必要では。 をオンラインで配信し、視聴

大三郎

問

できるようにしている。

起債を抑制する考えは分

め、２０２６年頃に地区計画

答

子育て先進区
補正予算で対応した学習

令和４年度の学童クラブ

応などを行っていく。

かるが、起債を行い基金を確

問

問

という考え方は固定的では。

答

社会経済情勢の変化や区

等によるルールを定める。

内の景況感等を迅速・的確に

今後具体化していく。

どのような取り組みを実施し

答

問

学校の欠席連絡はノート
保することで何かあった時の

を友達に届けてもらうという

答

来年度の計画は。

ているのか。

見込み、基金とのバランス、

きるよう、準備を進めている。

とら

捉え、時期を逸することなく

問

まちづくり方針や、事業

妊娠相談と不妊専門相談

系ネットワーク回線が活用さ

問

事業者や区民生活を支援する。 アナログな方法だが、新しい

答

答

実際の利率等を含めて、全体

れていると聞く。一方で「う

男女の健康相談や講座等、 ともある。利払いがただ無駄

手法の検討素材となる資料を

を子育て支援課で、女性の健

を勘案して判断をしていく。

今後は、その時々の歳入

取りまとめる予定である

康に関する講座をすこやか福

今後のスケジュールは。

利用は、定員を大幅に上回る

問

申し込みがあった施設もある

問

ちは対応してくれなかった。
」

祉センターで行っている。

との声も聞こえてくるが、ど

２０２４年頃に整備手法
の検討など方向性を取りまと

答

賃金が上がらず物価が上

プレコンセプションケア

政策の選択肢の幅を広げるこ

内野

都民ファーストの会中野区議団

千光前通り周辺の取り組

中野二丁目のまちづくり
問

８０

答

どの対応をしていく。

５６

問

３０

昇する状況の深刻化が心配さ

み状況は。

２２ ２６

子どもの健全な育成

小杉

一男

令和３年度から就学援助

日本共産党議員団

答

の認定基準を１・３倍に引き

や子どもとの個別面談を行う
など、子どもの意見を把握す
る様々な仕組みを考えている。
哲学堂公園保存活用計画
中野五丁目周辺が持つ

自由民主党議員団

市川 しんたろう
することが可能になると考え
ている。

区民に寄り添う税務

公明党議員団

久保 りか

ホームページ

食品ロス削減推進計画

問

答

検討を行っていく。

令和６年開校を目指し、

鷺宮地域の学校再編と通学路

問

鷺宮小学校・西中野小学校統

合新校校舎の建設が進んでい

特別区民税の少額滞納者

区ＨＰリニューアルに合
問

る。通学路の安全対策として

中野五丁目には、サンモ

わせ、食品ロス削減に関する

の跨線橋の設置について、西

問

情報の充実とスマートフォン

武鉄道と協議は行ったのか。

良さを生かした面的整備

に関しては生活困窮に陥って

用アプリの構築を図っては。

全な横断策等について、主に

計画策定業務委託の中身

いる可能性が高く、生活相談

答

のように拡充させるのか。
高校進学への支援を強化
学校図書館の蔵書数が、

学校図書館の充実
問

答

週１回から週２回へ増やす。
校ある。令和４年度予算で蔵
問

答

問

ールのアーケードやブロード

に結びつける工夫を求めてき

情報発信の充実を図る必要が

上げた。まずはこの効果につ

ウェイを通り抜ける歩行者動

新型コロナ感染拡大の影

学習支援事業委託費の内
中野五丁目の良さを生か

線、その周辺に東西南北に渡

答

た。どう対応しているのか。

技術面での意見交換と、情報

問

しつつ、地区の課題を解消す

る路地空間がある。これらを

ある。先進的な事例について

提供を受けている。

これまで必要に応じて対応し
書数を増やすと、文科省が定

跨線橋設置の考え方、安

踏切対策について最善の

学校や警察、通学路所管

努力を求めるがどうか。

答

㎏を受け付けている。 の登下校時における安全確保

１月末時点で９３６㎏で、 等と調整を図り、子どもたち

令和３年度のフードドラ

こ せ ん きょう

るまちづくりの手法として、

存続することについてどのよ

響を受けた区民生活を支援す

情報収集を行い、より効果的

ていた学習相談も年２回実施
めた学校図書館図書標準を達

問

哲学堂公園保存管理計画

どういったものを考えている

るため、各種貸付金や給付制

問

はどのようなものか。

をベースとし、これまでの復

のか。

路地空間の活用と防災性

な発信を図っていきたい。

いて検証していく。

元整備内容に加え、国名勝指

答

度等の情報を納税相談の際に

容を拡充させるとあるが、ど

定範囲を包括した項目につい
答

の向上の両立を考えている。

し、中学３年生は夏季休業期
成メンバーと人数は。

答

する観点から、中学３年生の

て再検討、追加調査などを行

安全性の向上の両立を図り、

その手法について様々研究し、 案内できるよう職員研修を行

イブ事業の現状はどうか。

成することができるのか。

計画策定を機会として、

夏季休業期間中の学習指導を、 文科省の水準を満たしていな

う予定である。

地域の意向を十分に把握しな

い、生活支援型納税相談体制

間中に１回加え、計３回実施

にぎわいの維持や防災性、 うに考えているか。

い小学校が４校、中学校が３

計画策定に当たり、立ち

がら、具体的な手法を検討し

地域の方々と話し合いながら

答

月平均

問

上げる予定の検討委員会の構
ていきたい。

を充実させてきた。

今後、若年層などの滞納

進めていきたい。

問

問

に向け、統合新校開校までに

商工会館の建て替えに関

問

具体的な対策を示していく。

問

者を専門家の相談に結びつけ

た子ども宅食の実施を検討す

中央区の月島や大阪市の

答

法善寺横丁地区等のまちづく

して、周辺地域への影響や、

る仕組みが必要ではないか。

学識者４名、区民５名、

答

国・都の職員各１名程度と区

の課長級職員を想定している。 りの手法として、建築基準法

まちのにぎわいへの波及効果

全校達成できる見込みで

する予定である。
ある。一方で、学校図書館に
は古い蔵書が非常に多く、計

上の連担建築物設計制度があ

学びを支援するために対

象の学年を更に増やすことを
画的に新しい本に入れ替えて

問

考えてはいないのか。

答

と思うがどうか。

報提供があってしかるべきか

ンシャルプランナーを活用し

他自治体において、ファイナ

は全国的な課題となっている。

問

就学援助対象者には学校

施設内に意見箱を設置す

境整備等とともに、医療的ケ

に応じた看護師等の配置や環

る仕組みのＰＲの徹底、必要

ていきたいと考えている。

プサービス事業の申請方法は。

とした子育て家庭ホームヘル

多く寄せられた。病児を対象

が休止となり、お困りの声が

全庁的に検討していきたい。

河合 りな

日から令

日までとした。
総合東京病院の病児保育

情報政策等調査特別委員会視察報告

べきではないか。
答

て、特例的に複数の建築物を

答

生活困窮者に対する対応

を想定し、事前に地域への情

学習環境等を踏まえ、対

るが、活用はできるのか。

フードドライブを活用し

９３

いく必要がある。

答

同一の敷地内にあるものとみ

た事例等を参考にしながら、

既存の建築物を前提とし

なす制度である。これにより、 していないが、今後適宜行っ

象学年の拡充も含め事業の充

が意見を出しやすいよう、ど

適用敷地内に路地空間を確保

児童相談所

のような工夫を考えているか。

実、強化に向けて検討する。

給食の費目があり、費用が出

答

ア児コーディネーターを中心

答

立憲民主党・無所属議員団

断して場所を把握し、配置の

とした協議の場の設定である。

事前登録し、利用時は直

考え方をまとめては。

現時点で意見交換は実施

されている。保護者の負担軽

るほか、定期的に子ども会議

一時保護所では、子ども

減のため、学校給食費の支給

都民ファーストの会中野区議団

令和４年度当初予算（案）

接事業者への申し込みとする

たけし

答

予定である。

渡辺

め、課題整理等を行っていく。 給付金は養育側が離婚等によ

令和３年９月

子育て世帯への臨時特別
問

り受け取れない可能性が問題

様々な方が訪れやすくな

問

こととし、それぞれの割合は、

輪や経済活動のつながりを取

問

となっているが、区の対応は。

協力して現状把握等に努

提案時から変わらない。

り戻すため、ポストコロナを

るよう、施設を横断してバリ

コロナ禍で切れた地域の

中野駅前の超一等地を手

見据えた活動再開の政策に力

放す中、

問

年後、１００年後

答

日までに離婚又

３０

ップへの掲載も検討していく。 は離婚前提の別居をし、令和
増加していく、看護を必

問

就学支援シートを活用し、 付期間を４月
保護者等から情報提供を受け

令和３年１２月２３日（木）から２４日（金）に、愛知県の「日本マ
イクロソフト株式会社との連携・協力に関する包括協定の締結に
ついて」と静岡県袋井市の「マイナンバーカードの普及・活用に
ついて」の視察を行いました。写真は愛知県での様子です。

問

基準を引き上げるべきでは。

中野駅新北口駅前エリア
再整備事業計画
容積率を９００％から１

アフリー情報をまとめては。

に、円滑な建て替えができる

問

を入れていくべきでは。

０００％に引き上げたことに

３年９月分の児童手当を元配

誰ひとり取り残さない中野区

和４年２月
手法で分譲マンション建設を

問

偶者が受給し給付金をもらえ

区作成のバリアフリーマ

より、約２万３千平米分の延

進めるべきではないか。

要とする医療的ケア児を学校

ユニバーサルデザインの

答

床面積が増加することになる

答

問

必要な支援をしていく。

が、オフィス、レジデンス、

的に、円滑に建て替えなどの

現場で受け入れる際の課題は。 なかった方に対して、申請受

答

商業施設の割合は、４対４対

視点で区内のユニバーサルシ

答

地域偏在について、所管を横

２８

１５

施行予定者からは、将来

２の割合で、変わらないのか。 意思決定ができるような仕組

ート（介助用大型ベッド）の

中間・夜間交流人口のバ
ランスの良い用途構成とする

答

みを検討すると聞いている。

５０

（8）
令和４年（２０２２年）
４月２８日
第２７０号

司

メタバースの活用事例な

どがあれば参考としたい。

答

やす可能性もあるのでは。

杉山

立憲民主党・無所属議員団

商店街活性化のための空

商店街支援
問
きっきん

き店舗対策は、喫緊の課題で

無所属

区長選挙の前には、政策

骨格予算
問

的な経費を極力抑え、義務的

問

中野二丁目の大きな再開

が増加傾向にある。見解は。

だ骨格予算を編成する自治体

最低限必要な経費を盛り込ん

経費や継続的事業を中心に、

線、居住区と店舗を分離する
発ビル２棟が完成すると、南

中野駅南口駅前広場の整備

改築助成の必要性を説いてき

ある。店舗化のため、家主動

た。予算は今後考えるとして、 口周辺の人口は昼間で４００
答

問

年々、すこやか福祉セン

すこやか福祉センターの体制

無所属

事業の継続性が重要だと

やろうと思えばできるのでは。 ０人程度、夜間で２０００人

雨 水 処 理 能 力 の 脆 弱 性、

東北復興大祭典

程度増えるという予測がある。 考え、本格予算とした。
再開発ビル開業後、１年以上

令和４年度策定予定の産

業振興方針で、まちづくりや
南口ロータリーの工事が続く

答

区内産業活性化の観点に位置
ことになるが、歩行空間の安
全性を担保する予定は。

付けて検討していきたい。
仮想空間上の区有地活用
者等の安全確保は、最優先の

工事期間中における歩行

問

課題であり、具体的な検討を

答

な街並みを再現し、稼げる区
進めているところである。

サイバー上に、区の主要

有地を無限に作っていけばと
問

ぜ い じゃく せ い

考えるがどうか。

問

むとう 有子
年間で約１億円、区が

全額負担しているのは問題で

じゅん子

必要な人員を精査すると

区の動画配信

無所属

登録者数や動画の視聴回

竹村

あきひろ

日中平和友好条約を中国

ており、国の動向を注視する。

問

が一方的に破り、関係を悪化

問

今後も自治体間や市民間

ともに、業務改善などで定数

答

数の見解と、今後の見通しは。 させている。区の認識は。

中国の問題

良いコンテンツ制作に努める。

問

区の災害対策において受

受信契約の必要性は。

ＮＨＫ受信契約

を広く伝えるチャンスと考え、 における交流を進めていく。

取り組みや届けたい情報

を極力維持しつつ効果を生み

パワハラの行為者への対

答
問

出す取り組みを進めていく。

答

る。定年延長導入後の課題は。

いながき

無所属

役職定年制が形だけの導

人事行政
問

管理職不足等により、再

応がかなり甘いのではないか

事案によっては認定が難

ない状況も視野に入れている。 と感じるが、見解を伺う。

任用管理職を活用せざるを得

答

いが、例外は設けるのか。

万円の寄付を受けたが、 入にならないようにして欲し

はないか。自主財源の検討は。
答

更に努力する。

ホルダー設置工事費が予

トイレットペーパー設置
問

人件費は区財政で大きな

答

答

問

かく

算化されたが、全公園の公衆

せん

中国の尖閣諸島での領海

問

国政の重要問題と認識し

無所属

区最下位となった。令和

４年度の子ども関係予算は、

前年度より減少している。真

従来の育児支援政策の見直し

答

しい。改めて全職員にパワハ

検討をする。

在宅育児家庭支援には約

に子育て先進区を目指す施策

問

吉田 康一郎

トイレに設置が完了するのか。 ウェートを占める。安定的な

わたる

侵犯行為に対する区の見解は。 信契約は不可欠と考える。
数で最大限の効果が求められ

無所属

答

とならない支援を考えては。

石坂

ラ対策を周知していきたい。

設置する予定である。

近藤 さえ子
哲学堂七十七場の修復等

子ども・若者支援センタ

ロスジェネ・中年世代の支援
問

は

区政運営に向け、最小限の人

答

問

には莫大な費用を要する。前
計画にはなかったが、本計画

万円、就労育児家庭支援に

ターの職員数を減らしている。 では区全体の予算状況を考え、 ーで

と予算を求めるがどうか。

コロナ禍の雇用・創業支援

下水からの悪臭などの問題に

は２３０万円の予算が投じら

答

歳までの支援が可能と

中野サンプラザのデジタ

問

れ、毎年一人当たり１８０万

答

ゴールを定めるべきでは。

を区が創出するなどしては。

事業の継続・継承が難し

答

経済的支援を実施すべきでは。

効果を見極め検討したい。 円の差が生じている。公平に

すこやか福祉センターで

問

総合的な支援をしている。

答

検討していきたい。

たかし

めて指定校制度を見直しては

ぎる。学校選択制の導入も含

な姿勢として取り組む。

３カ所の常設プレーパー

クを求めるが、今後の方針は。

問

答

問

指定校変更の基準では、

酒井区政になり、出生率

する理由では承認されない。

通学距離が指定校より近いと

答

体の取り組み等も研究したい。 展開に繋げていきたい。

つな

様々な支援策を各地域の

等を総合的に勘案し、他自治

効果や公平性、財政負担

い事業者の事業転換や失業者

支援対象とならない多重

答

中年世代が地域福祉ロス

小宮山

答

どうか。

考慮し、今後研究していく。

ついては、今後研究していく。 学校を取り巻く環境の変化も

中学校区の見直し
問

月曜発送の情報が金曜到
着というのは今時ありえない。

い、校区で町会が３分割され

徒歩１分の学校に通えな
保育園選考結果の郵送による

る等、現在の校区割はひどす

り早期に通知を行えるよう努

郵送期間等を考慮し、よ

発表を見直してはどうか。

問

保育園選考結果の発表方法

無所属

問

の問題を抱える場合の対応は。 の起業の支援などをしては。

問

いては関係機関へ引き継ぐ。

失業者への緊急的な雇用

令和４年度は、重層的な支援

答

答

歳以降の取り扱いは。

ついて、地域から声が上がっ

答

支援し、就労や医療などにつ

なる。

ルアーカイブの取り組み、シ

が必要な区民に対して、具体

の議論を踏まえ、検討する。
その他の質疑項目

４０

める。郵送以外の通知方法に

予算的には拡充を基本的

ている。対策は講じるのか。

的な取り組みを始める段階で

予定である。悪臭については、 あるが、体制強化の考えは。

必要経費や検討委員会で

ティプロモーションの効果等
新たな雨水貯水槽を設置

都の下水道局等関係機関へ引

定量的な観点から十分見

問

◆新たな機能を備えた児童館
について

決定し、区民に周知したい。

哲学堂公園保存活用計画

答

中野」上では、参加者が働く

き続き対応を求めていきたい。 極めた上で対応していく。

自由民主党議員団

長とする危機管理等対策会議

ちあき

問

高橋

にて全庁調整を行い、組織横

の方向性が見えるよう精査し

早急に検討を進める。
周年
区民に対して、区制施行

区制施行

答

進めるべきでは。

教育委員会として、今後

答

断的な対策を決定していく。

経済状況の先行きが不透

明なことから「基準となる一

地域開放型学校図書館は、

地域開放型学校図書館
問

開設した３施設の利用状況を

問

年の歴史の大切さを伝える

区報とホームページで詳
しく紹介したい。

区議会だよりは、各戸配布により区民のみ
なさまのお手元にお届けしています。
また、区施設や駅の広報スタンドなどでも
手に入れることができます。ご利用ください。

メタバース「バーチャル

答

５０

も見極め、研究していきたい。

３９

２３

「区議会だより」は
各戸配布しています

こともできる。就業機会を増

令和４年度予算

般財源規模」を令和３年度と

安定的な歳入確保の見通

問

同額とした。
危機管理等対策会議

しが立てづらい中で、どのよ
うに歳入予算を積算したのか。
納税義務者数、１人当た

検証し、今後の活用を判断す

答

問

るとしていたが、現状は。

新型コロナ対応には、防

りの給与収入や令和３年度決

災危機管理担当に人事や予算

する中で、今後の整備方針を

必要があるのでは。

令和４年度も、区長を座

等の権限を集中させ、全庁的

様々な課題を踏まえ、区

９０
答
答

【問合せ】区議会事務局（電話０３ － ３２２８ － ５５８５）

１０
１２

に対策を考えていくべきでは。 立図書館全体の在り方を検討

答

算見込みなどを踏まえながら

一般財源規模の基準とな

歳入見込みを立てた。
問

るものを設定しているのか。

９０

第２７０号
令和４年（２０２２年）４月２８日
（9）

子育て先進区の実現へ確かな歩みを

朽化が進んでいる小中学校の建て替え

画に基づき編成・提案されました。子

一般会計予算は、策定された基本計

こもり支援事業を社会福祉協議会と協

援を目指しているのも重要です。ひき

アウトリーチ活動推進等、包括的な支

革新区政にＮＯ！

これまで我が会派は、ロシアのウク

計画や、公園再整備など中長期的な観

育て先進区の実現へ大きな一歩です。

日本共産党議員団

ライナ侵略、新型コロナウイルス感染

点をもって進めなければならない計画

働して構築します。新型コロナ感染症

自由民主党議員団

症など、国内外における新たな緊急事

子どもの権利に関する条例により、子

う求めてまいりました。

たり、安定した財政運営を確保するよ

場合には、基金に積み立て、将来にわ

今後の予算の執行においては、改めて

あるという判断に至り、当初予算案の

るような公共性がないバラマキ予算で

なく、ごく限られた関係者のみが利す

過去に、このような予算編成は例が

児童館での乳幼児親子対象に日曜開放

期の発見・対応が一層求められます。

開設。相談事業や虐待の未然防止と早

等を評価します。４月に児童相談所を

育相談体制の充実、学校図書新書購入

学習支援と子ども食堂支援の拡充、教

事業が実施されることを期待します。

どもを権利主体として、子ども施策・

文化芸術の推進に寄与し、区民要求に

するものです。更に、平和・人権及び

ことも、脱炭素社会と災害対策に貢献

住宅耐震化事業を区内全域に拡大する

す。高断熱窓・ドア助成の実施や木造

金調達支援等も引き続き取組を行いま

宅療養者支援、区内中小企業者への資

等の実施、感染症患者の病床確保や自

対策としてワクチン接種やＰＣＲ検査

ぐ

解に苦しみます。力強く進めるとした

真に区民に必要な予算・事業となって

や遊具のリニューアル、新規にプレー

応えた予算となりました。

き

が破綻する危惧があります。

構造改革の財源効果は皆無です。

いるのかチェックしていきます。これ

パーク活動団体支援も始まります。

は たん

態に備えるため、歳入が予想を上回る

区民の抱えている課題を解決するた

からも区民の生命、財産を守るため、

作成された地域包括ケア総合アクシ

kugikaijimu@city.tokyo-nakano.lg.jp

ひも

Ｅメール

備え、財布の紐を締めると言いながら、 反対に踏み切りました。

０３―３２２８―５６９３

かったことも高く評価します。

Ｆ Ａ Ｘ

賛成多数で予算は成立されましたが、

なり、過去最大規模となりました。景

地活用の近隣住民への説明が不足した

０３―３２２８―５５８５

青天井に歳出予算を編成しており、理

新型コロナウイルス感染症拡大が区

気の先行きは不透明で、より緊張感を

策定など我が会派が要望した事業も数

まま公募を進めることは慎むべきです。

ご連絡ください。

しかし、新年度予算は、財政悪化に

めの予算となっているか疑問が残りま

特に新型コロナウイルス感染症への対

力ある持続可能なまちの実現」の３つ

民生活を脅かす中で、我が会派は区民

持った区政運営が求められながらも、

多く盛り込まれました。医療従事者な

令和４年度予算には、我が会派の提

区民に対する施策削減と負担増がな

す。無条件に予算を積み上げた結果、

新年度予算は、コロナ対策や区民の

の重点プロジェクトに係る予算が計上

の生命、健康、生活を守ることに注力

年々増加する経常経費は区長選を意識

現に向けた事業、ＤＸ推進、商店街活

どの皆様をはじめ、感染対策に関わる

お気軽に区議会事務局まで

ョンプランでは、対象を全世代に広げ

活動を力強く再開するための支援策、

されており、今後の取組を期待する。

し、区民の多くの声に耳を傾け、区に

してか、さらに大きく膨らんでいます。

性化支援、これらの取組については我

多くの方々の奮闘にこたえるためにも、 案に同僚議員の賛同をいただき、議会

郵送・電話・ＦＡＸ・Ｅメールなどで

応を厳しく区政へ求めてまいります。

更には、昨年新たに策定された中野区

個別の施策では、子どもの体験活動の

対して要望を重ねてきました。ＰＣＲ

議会の意思、区民への説明が反映さ

環境は予断を許さないが、コロナ禍に

が会派として強く要望してきたもので

から３つの意見が付されました。この

今後の参考にさせていただきますので、

予算全体を膨らませることになり、老

基本構想と基本計画を実現するための

拡充、町会・自治会活動推進助成、養

検査やワクチン接種体制の確保、自宅

れていない事業も散見されました。特

区民と議会への理解を図る予算執行を

予算であり、コロナ禍において「区民

育 費 の 取 り 決 め に 係 る 費 用 補 助、（ 仮

療養者への支援、乗り合いタクシー等

に児童館廃止条例を議会が否決したこ

更なる改革を進め、
区民福祉の向上を

の命と生活」を守るために必要不可欠

称）公契約条例の推進、産前・産後ケ

による新交通システム導入、子どもの

公明党議員団

な予算であると評価する。歳入一般財

アの拡充、一時預かりの拡充、プレー

とを無視するような事業、商工会館跡

立憲民主党・無所属議員団

億円増の８０３億円と

権利条例制定、食品ロス削減推進計画

源は前年度比

パーク活動団体等支援、脱炭素社会実

おいて様々な分野で行政ニーズが増加

あり、区の姿勢を評価する。コロナ禍

区政を停滞させることはできません。

意見を厳しく受け止めて、新年度の予

話

電

中野区中野４―８―１

〒１６４－８５０１

過去最高となった。区財政を取り巻く

する中、区民生活に寄り添った柔軟な

の今ほど区長の強いリーダーシップが

令和４年度一般会計予算は、前年度

対応を求める。
また、歳出では、新型コロナ対策と

求められる時はない。区長ならびに区

算執行にあたることが肝要です。

区が重点的に取り組む「子育て先進区

と比べ１０６億円余、７・３％の増と

職員のなお一層の奮起を期待する。

ご要望などありましたら、

各会派 の
見 解

の実現」「地域包括ケア体制の実現」「活

区議会だよりへのご意見、ご感想、

令和4年度予算に対する
９１

（10）
令和４年（２０２２年）
４月２８日
第２７０号

可決した
議
案
占用料の額並びに臨時的占

土地の使用料及び公園の
い、少年自然の家の使用の

成年年齢の引き下げに伴

例の一部を改正する条例

です。

ついて規定を整備するもの

保険者均等割額の減額等に

改正に伴い、未就学児の被

すが、日本で開催されたこ

年以来の歴史を持つ大会で

ンピックを超える１９２４

デフリンピックはパラリ

いて、加算金の弾力的な運

改善加算」の配分方法につ

２

簡素化に最大限努めること。

●令和４年度中野区国民健

０周年となる２０２５年の

措置を講じること。

用が可能となるよう所要の

「介護職員等特定処遇

については、事務手続きの

改正する条例
用に係る利用料金の限度額

要件に係る規定を改めるも

とはありません。創立１０

等に関する条例の一部を
不妊治療のための休暇を
を改めるものです。

●令和４年度中野区一般会

●令和４年度中野区用地特

規定するものです。
のです。

別会計予算
康保険事業特別会計予算
●中野区立妙正寺川公園条

計補正予算（第１次）

デフリンピック夏季大会を

●東京都後期高齢者医療広

東京で開催することにより、 ３

例の一部を改正する条例

歳入歳出にそれぞれ、４

いては、介護報酬申請の手

工事請負契約等の公契約

●中野区公契約条例

齢者医療特別会計予算

億４９９９万９千円を追加

多様な文化の共存と情報ア

続きの簡素化と、人材確保

域連合規約の変更について

規約の変更の協議に当た

計上し、既定予算との合計

クセシビリティの向上によ

●中野区議会委員会条例の

京都に対し、２０２５年の

◆地方創生と感染症対策に

〈厚生労働大臣あて〉

討すること。

第 回デフリンピック夏季

条例

る条例の一部を改正する

準」の改正に伴い、引用条

設備及び運営に関する基

定通所支援の事業等の人員、

を活用した委員会の開会方

い場合におけるオンライン

会すべき場所で開会できな

災害等により、委員会を開

象職種の拡大を求める意

する手続きの簡素化と対

◆介護職員の処遇改善に関

〈東京都知事あて〉

を求めます。

大会を東京に招致すること

すべての住民がその恩恵を

社会」の実現を目指して、

人取り残されないデジタル

れ が 加 速 す る 中 で、「 誰 一

社会のデジタル化への流

を求める意見書

資するデジタル化の推進

一部を改正する条例

「児童福祉施設の設備及

項について規定を整備する

法に関し、必要な事項を定

見書

享受できる社会を構築する

び条項について、規定を整
備するものです。

高断熱建築物として認証す

置を講じた建築物について

感染症のまん延、大規模

公的価格の見直しにお

り、議決をしたものです。

額は、１５８３億８４９９
援の事業等の人員、設備

なる事項を定めるものです。 たり、議決をしたものです。

よって中野区議会は、東

●中野区指定障害児通所支

使用料の額を改めるもの

約定事項、組織その他公契
を改正する条例

及び運営の基準等に関す

６億９７３９万５千円を減
●中野区長等の給料等に関
等請負契約

び運営に関する基準」の改

めるものです。

今般「コロナ克服・新時

置を定めるものです。

る制度を廃止するに当たり、 りを推進するため、基本理

ました。

●中野区子どもの権利に関

億３２２６万５千円を追加
●中野区区政情報の公開に

念、区等の責務、組織その

１

て新設される
「新たな加算」

臨時の報酬改定におい

１０

（次頁へ続く）

配置すると同時に、すべて

地域住民が安心して医

すべての地域で、誰も

時代が到来した。

計上し、既定予算との合計
関する条例の一部を改正

規定を整備するものです。

●中野区事務手数料条例の

時の報酬改定を行い所要の

断熱性の向上のための措

議員提出議案

への事業者の裁量権を拡大

るに当たり、規定を整備す

る条例の一部を改正する

る共生社会の早期実現が期

るものです。

条例

万９千円となりました。

に関し、基本方針、区等の

●令和４年度中野区後期高

●令和３年度中野区一般会
●令和４年度中野区介護保

区長提出議案
計補正予算（第 次）
●中野区人権及び多様性を
約の締結について必要な事
区営住宅管理人を廃止す

責務、労働者等の労働報酬、 です。

８億６６０７万８千円を減
尊重するまちづくり条例
項を定めるものです。

険特別会計予算

額し、既定予算との合計額
人権及び多様性を尊重す
るまちづくりを推進するた
等請負契約に係る契約金

●中野区児童福祉施設の設

するための制度の刷新を検

円となりました。
め、基本理念、区等の責務、
額の変更について

待されます。

●令和３年度中野区用地特
組織その他人権及び多様性

額し、既定予算との合計額
する条例の一部を改正す
請負契約を締結するに当

●南台小学校校舎新築工事

別会計補正予算
契約金額を変更するに当

億６１６０万５千円
る条例

ものです。

●中野区議会議員の議員報

代開拓のための経済対策」

そこで政府に対して、地

たり、議決をしたものです。 正に伴い、引用する用語及

●令和３年度中野区一般会

酬及び費用弁償等に関す

において、収入を３％程度

方創生と感染症対策に資す

額は、３３８億７７２６万
する条例

他子どもの権利の保障に係

出発する旅行に係る費用弁

５千円となりました。

●中野区生産緑地地区の区

一部を改正する条例

が何処でも安心して学びが

計補正予算（第 次）
歳入歳出にそれぞれ、５

る条例の一部を改正する

引き上げるための措置を実

るデジタル化の推進につい

「児童福祉法に基づく指

の尊重に係る施策の基本と

となりました。
区長等の期末手当の額に

●中野区地球温暖化防止条

●明和中学校校舎新築工事

●令和３年度中野区国民健
ついて引下げを行うととも

例の一部を改正する条例

は、

康保険事業特別会計補正
に、令和４年３月に支給す

予算

千円を追加計上し、既定予

条例

施することが決定し、令和

て特段の取り組みを求める。

区政情報の公開の請求に

る施策の基本となる事項を

措置が講じられることにな

●令和３年度中野区後期高

域の規模に関する条件を

償の額を３０００円から１

係る事務手数料を廃止する

認定長期優良住宅に係る

齢者医療特別会計補正予算

定めるものです。

継続できるように、各家庭

定める条例

っている。

に当たり、規定を整備する

５００円に減額する特例措

歳入歳出からそれぞれ、

容積率に関する特例の許可

の状況に配慮した対応がで

●中野区保育所条例の一部

そこで政府に対して、今

生産緑地地区の区域の規

置を定めるものです。

ものです。

申請手数料の新設、動物の

２億９６１万円を減額し既

を改正する条例

模について、３００平方メ

きるよう、所要の措置を講

●中野区職員の服務の宣誓

回の臨時の報酬改定ととも

定予算との合計額は、 億

●意見書（３件）

ートル以上を条件とするこ

愛護及び管理に関する法律

に関する条例の一部を改

大和東保育園を廃止する

３３３９万円となりました。

じること。
に当たり、規定を整備する

に、制度の簡素化や介護報

とを定めるものです。

●決議（１件）

正する条例

による狂犬病予防法の特例

●令和３年度中野区介護保

の規定が適用される場合の

２
ものです。

酬の運用について事業所毎

●中野区道路占用料等徴収

に掲載）

（意見書・決議内容は次項

職員の服務の宣誓につい

犬登録手数料に係る事務等

歳入歳出にそれぞれ、

険特別会計補正予算

●中野区立小学校及び中学

について、規定を整備する

療にアクセスできるよう、
条例の一部を改正する条例

校教育職員の勤務時間、

の柔軟な対応を進め、地域

て、その実施方法を改める

占用料の額を改めるとと

ものです。

現在、オンライン診療を適
ものです。

休日、休暇等に関する条

の介護サービスを持続可能

億３０９５万１千円を追加

もに、占用料の徴収方法に

●中野区国民健康保険条例

切に実施する前提となって
●中野区職員の勤務時間、

例の一部を改正する条例

なものとするために、以下

計上し、既定予算との合計

ついて規定を整備するもの

いる「かかりつけの医師」
休日、休暇等に関する条

る意見書

季大会の東京招致を求め

◆第 回デフリンピック夏

第１回
定例会

２５

（要旨）

３１

可決した
意見書

額は、２４４億８９５万１

もに、国民健康保険法等の

保険料率等を改めるとと

の一部を改正する条例
●中野区立少年自然の家条

規定するものです。

不妊治療のための休暇を
を改正する条例

●中野区立公園条例の一部

です。
の勤務時間、休日、休暇

●中野区立幼稚園教育職員

例の一部を改正する条例

千円となりました。
●令和４年度中野区一般会
計予算

１

の事項に対して特段の配慮

１２

について、各地域に適切に

る期末手当について特例措

する条例

算との合計額は、１６３５

令和４年４月１日から令

４年 月以降については臨

備及び運営の基準に関す

歳入歳出からそれぞれ、

●中野区営住宅条例の一部

は、１６３５億５１６６万

歳入歳出からそれぞれ、

１１

歳入歳出にそれぞれ、

子どもに優しいまちづく

億５１６６万５千円となり

和５年３月 日までの間に

２５

令和４年
第１回
定例会
１１

を求める。

１８

６９

１１

第２７０号
令和４年（２０２２年）４月２８日
（11）

である。
我が国は被爆国であり、
賛成少数

情書

―
第３号陳情 新型コロナウ

吉田 康一郎 （無所属）
（審議結果 可決）
運用の一時凍結を求め

福島原発事故の被害も経験
イルス感染後と同ワクチン
る意見書

哲郎

援型一時保育「オアシス
報告

件を聴取

ルーム」について視察
１／

▼中野駅周辺整備・西武新
宿線沿線まちづくり調査
報告３件を聴取

特別委員会
２／１

▼情報政策等調査特別委員
会

結

果

有 子

さ え 子

む と う

近 藤

わ た る

吉 田

小宮山

り お

康 一 郎

たかし

いながき じゅん子

石 坂

立 石

竹村 あきひろ

大 三 郎
た け し

決

× ○ × ○ × ○ ○ × 可

の住民が「かかりつけの医
つな

師」と繋がれるための取り
組みを強化すること。
しており、プーチン大統領
接種後の健康状況調査につ

羽田空港新飛行ルート

３
の核兵器使用の可能性を示

住み慣れた地域で安心

して暮らし続けられるよう
いさ

◆賛成討論

唆するような発言、核兵器
いて

に、ＩＣＴ技術を用いた支
賛成なし
（審議結果 否決）

（共産）

使用と同様のリスクがある
第６号陳情 羽田空港新飛

―

援機器の開発と実証実験へ
の支援を拡充するとともに、 核施設攻撃については、中
行ルート運用の一時凍結を

報告２件を聴取

内 野
渡 辺

この区議会だよりは、再生紙（再生紙活用率７０％）を活用しています。

野区議会としても、断じて

１／

▼危機管理・感染症対策調
報告８件を聴取

和 行

査特別委員会
２／１

来 住

その機能と安全性を適切に
よって、中野区議会はロ
の議決結果によるみなす不

計補正予算（第９次）

和 彦

可決した
議
案

基準の見直しが迅速に図ら
シア連邦に対し、ウクライ
採択

▼議会運営委員会

長 沢

求める陳情

れる体制を整備すること。
ナ国民の主権を侵害し、生

歳入歳出にそれぞれ、

令和３年第２回

さ と み

許すことができない。

〈デジタル大臣、内閣府特
命・財産・自由を奪う軍事

／

臨時会の日程などを協議

億３５０５万３千円を追加
計上し、既定予算との合計

浦 野

評価した上での人員の配置

命 担 当 大 臣（ 地 方 創 生 ）
、
侵略と核威嚇を強く非難し、

議 案 に
対する討論

一 男

同主旨の議員提出議案

新型コロナ対策・健康危機
軍の無条件即時撤退と原状

１／

第１回臨時会の

額は、１５８０億４３３９

第１回定例会の

日程などを協議
１／

第１回定例会の

日程などを協議
２／３

小 杉

―

管理担当大臣、デジタル田
回復、平和的解決を行うよ

の議員が討論を行いました。 万４千円となりました。

可決した
議
案

招集日の確認や日程など
を協議

今後の議会日程
現在予定されている議会

たかゆき

計上し、既定予算との合計

日

日

日

哲郎

●令和３年度中野区一般会

園都市国家構想担当大臣あ
う強く求める。

を尊重するまちづくり

中野区人権及び多様性

議案の審議に当たり、次

て〉
《議案》

審議結果

陳情 の

可決した
決
議

歳入歳出にそれぞれ、

●令和３年度中野区一般会

第１回定例会における陳

（立憲）

億７４３４万４千円を追加

条例

◆ロシア連邦のウクライナ
情の審議結果は、次のとお
森

（共産）
石坂 わたる （無所属）

５月
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