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
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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
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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
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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。
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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
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