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第２回定例会は６月 日

から７月 日まで開かれま
した。

６月 日に区長の所信表

明を行い、６月 日から３

日間、 人の議員が区政課

題について、一般質問を行

区政をただす………………２～５面

可決した議案……………………６面

可決した意見書・決議…………６面

今後の議会日程等………………７面

る提案に同意しました。

歳入予算の内容は、分担

金及び負担金７８１４万１

千円、国庫支出金１９６万

３千円及び繰入金３３２５

万５千円を追加計上するも

のです。

歳入歳出にそれぞれ、１

施工一体整備に係る経費に

いては、新庁舎実施設計・

月

日付で、いな

日の中野区議

日までです。

た。任期は令和５年４

次の議員が当選しまし

会議員補欠選挙の結果、

５月

新しい議員

ものとみなされました。

に基づき議員を辞した

者となったため、法令

所属）は、公職の候補

がきじゅん子議員（無

５月

◆議員の辞職◆

中野区議会議席図………………８面

また、５件の議員提出議

いました。

こ の 定 例 会 で は、
「令和

案を審議し、そのうち２件

を否決しました。このほか、

を全会一致で可決し、３件

件の区長提出議案を審議し

副区長に横山 克人（よこ

会一致で、２件を賛成多数

で可決しました。
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議
案

区長提出議案

●令和４年度中野区一般会

億１３３５万９千円を追加

ついて期間が２年度にわた

債務負担行為の補正につ

計上し、既定予算との合計

るため、令和４年度分及び

所属会派＝自由民主党議員団

施工方法の変更に係る工事

野方配水塔保全補修工事の

る経費７３８万２千円、旧

球場照明設備改修工事に係

経費５７０万円、哲学堂野

生活支援一時金支給に係る

ウクライナ避難民に対する

歳出予算の主な内容は、

たるため、令和４年度分及

について期間が２年度にわ

解体・建設工事に係る経費

中野小学校統合新校校舎等

分経費と、鷺宮小学校・西

和４年度分から令和６年度

が３年度にわたるため、令

事に係る経費について期間

小学校校舎等解体・建設工
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委員会

機管理・感染症対策調査特別

二丁目土地区画整理事業に

計上するものです。

令和５年度分経費と、南台

額は、１５９４億９７１７

計補正予算（第３次）

やま かつと）氏を選任す

ました。そのうち 件を全

予 算（ 第 ３ 次 ）
」など計

４年度中野区一般会計補正

主な掲載記事

おける電線共同溝引込管路
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区 議 会 は 第 ２ 回 定 例 会 で、
「令和４年度中野区一般会計補正予算」など
区長提出 議案のほか、議員提出２議案を可決し、副区長の任命に同意し
ました。
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です。
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中野区議会では、節電
及び地球温暖化対策の
ためクールビズを実施
しています。
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定例会
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２２
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万４千円となりました。
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首都直下地震等に備え、中野区・陸上自衛隊・警視庁及び東京消防庁合同訓練が、６月２９日（水）に中野四丁目で実施されました。

区政をただす
区長の施政方針を問う

減策を行っては。⑥区とウェ

額、３人目無料とする負担軽

多子世帯の給食費を２人目半

ンのスペシャリストチームを

員の中で免許制となるドロー

ドローン購入と併せて、職

中村 延子

長

操縦ライセンス制

長沢 和彦

品の値上がりが相次いでいる。 度改正を待つところだが、区

netnakano@gmail.com

①紙おむつサービスは 歳

拡大せよ

介護保険の特別給付の対象を

内容の充実を図る考えである。

な保育実践例を多数掲載し、

公明党議員団

について検討したい。⑦学校

①国は物価高騰から国民生

リントン市は、互いの子ども

構成し、災害対応力の向上を

立憲民主党・無所属議員団

区

用法の調査・研究をしたい。

日本共産党議員団

労働環境を厳しくしている。

①保育士職員の配置基準の引

年ぶりの円安

物価高騰による区民生活への
影響を把握し、支援せよ
日本経済は

となり、輸入物価が高騰し、

による支援を含め充実を図る

捉えて要望していく。②長期

jimintou.nakanokugikai@mbn.nifty.com

自由民主党議員団

がオンライン等、様々な手法

を活用し、国際交流に取り組

活を守るため、新たな地方創

たちの教育交流を深化させる

図るべきではないか。

めるよう支援していく。

生臨時交付金を含む補正予算

ため、教育交流協定を締結し

平山 英明

を成立させ、都もこの交付金

ては。⑦現下の状況や、より

公明党議員団

を活用し、区市町村が行うデ

多くの子どもたちの交流を可

度導入や飛行に関する法改正

ス決済方式により実施したい。

ドローンを活用せよ

となる。早急に結論を出すべ

ジタルや紙によるプレミアム

能とするオンライン交流事業

等、整備段階であるため、活

一 般 質 問
きでは。②鷺宮児童館と西中

定した。区は都の補助制度を

ついて早急に検討すべきでは。 付き商品券事業への補助を決

野児童館閉館後の跡地活用に

いち早く活用すべきでは。②

の検討を行ってはどうか。

今後の区政運営を問う

区が把握していない基礎疾患
条件に合うのは弥生児童館と

デジタルの活用が難しい高齢

とら

①立地や規模等の

①２期目の４年間で、区民
のある方々もいる。情報が届
捉えており、在り方や代替施

長

との対話をどのように続けて
くよう様々な媒体を使った広

区

いくのか。②基本構想で示し

者層を対象とした紙でのプレ

活用した区民や区内事業者へ

るストレス等から、帯状疱疹

②紙商品券での実施も視野に

①都の補助制度を

設以降の活用の方向性を鋭意

ミアム付き商品券事業も実施

の罹患者の増が懸念される。

入れ、検討したい。③中野区

り かん

予防ワクチン接種は高額であ

医師会の意見を聞きながら、

長

報が必要ではないか。②世界
検討している。②利用者の声

の積極的支援をキャッシュレ

サニタリーボックスの設置を

ることから、国は地方創生臨

区

た目指すべきまちの姿の実現
規模の人流に備え、麻疹や風

すべきでは。③コロナ禍によ

しん

に向け、どのように未来への
を聞き、ニーズを把握し、早

①工夫していく。

向上の推進が必要ではないか。 急に検討を進めていく。
長
ぼうこう

前立腺がんや膀胱がんによ

ほうしん

責任を果たす４年にするのか。 疹など既存のワクチン接種率
区 長 ①タウンミーティ
区
②広報の工夫等により、更な

ングを充実するなど、対話に
一層努めていく。②今すぐに
る接種率の向上を図っていく。

時交付金の活用も認めている。 検討していく。⑥交流の深化

き上げによる改善を国に求め

り尿漏れパッド等を使ってい

について具体的に検討したい。 輸入に依存した食料品・日用
帯状疱疹ワクチン接種補助制

るべきではないか。②国の制
上げは考えていない。国の交

所信表明では「世界的な物価

④年度途中での値
生臨時交付金を活用し、給食

付金の有効活用も含め、給食

教育長

品・ガソリンなど、生活必需

る方々のために、区有施設の

男性トイレに設置すべきでは。 度を作るべきでは。④地方創

費の値上げを行わず、更にお

区役所の１階から

３階のエレベーターホール前

定に当たって、保育をはじめ

決まっていた。検討結果によ

必要な策を講じていきたい」

生臨時交付金等を活用し、地

的な財政状況を踏まえつつ、

①様々な機会を

域経済の活性化と生活者支援

保育の質向上に努めていく。

長

ような内容の充実を図るのか。

関係者を交えての検討は、ど

①状況を把握する

と述べている。①区民と区内

長

区

を目的とした事業など必要な

③各保育施設にアンケート調

とら

支援について検討し、適時適

査を実施し、学識経験者、区

立・私立保育園長、区立・私

ガイドライン改定検討会を設

立幼稚園長をメンバーとする

保育所の４、５歳児の保育

討する。④各保育施設の優良

置するなど、１年をかけて検

変わっておらず、保育実践と

士職員の配置基準は

年以上

保育士職員配置基準の改善を

切に対策を講じる。

ため調整している。②地方創

区

のようなスケジュールと構成

べきではないか。③「中野区

最近の物価高によ

事業者への影響の把握は。②

保育の質ガイドライン」の改

る経済回復への影響も懸念さ

長

で進めるのか。④また、どの

高騰による経済と生活への影

公益性の観点から最適な運用

れるため、経済動向等を注視

状況を踏まえ、検討していく。 ⑤学校給食定額制の導入や、

となるよう検討しており、最

し適切な歳入積算に努める。

区民交流の活性化等に大い

スポーツ振興施策を問う

上階の在り方は施行予定者と
の協議を進めていく。

区

対策・支援は。

響を見極めながら、区として

長

rikkennakano@gmail.com
⑤給食に係る様々な取り組み

区

立憲民主党・無所属議員団

いしい給食の提供を行っては。 の充実と食育を推進したい。

い荘改修用地としての活用が

①弥生児童館は来年度やよ

児童館の今後を早急に示せ

対処すべきもの、未来に向け
て基盤を整えていくもの、両
方の視点で区政運営を行う。
新型コロナワクチンの

区議会各会派の
Eメールアドレス

の男性トイレで試行し、利用

財産の有効活用や

jcp.nakanokugidan@mbn.nifty.com

長

①他自治体の状況

ついて研究していきたい。

スの内容や対象者の範囲等に

ニーズの把握に努め、サービ

いきたい。②利用者の実態や

囲の在り方について研究して

等も把握し、事業対象者の範

区

緩和が必要ではないか。

うことは少なくない。要件の

３の方でも布団を汚してしま

象としているが、要介護１～

ビスは要介護４と５の方を対

ではないか。②寝具乾燥サー

えられる。要件の緩和が必要

れない区民が相当数いると考

ービスを受けたくても受けら

以上が対象となっており、サ

６５

２０

っては代替施設の検討も必要

長

【問合せ】区議会事務局（電話０３ － ３２２８ － ５５８５）

広報の工夫を
①４回目接種の対象には、

続して支援を行っていく。

いると考えており、今後も継

高橋 かずちか

ＩＣＴ教育を着実に進めよ
自由民主党議員団

学校教育の情報化をどのよ
うに支援していくのか。

持続可能な区政運営を問う

に貢献する中野ランニングフ

区 長 大変重要であり、

令和４年度予算では財政負

ェスタが今後も継続して開催

中野駅新北口駅前エリア

担への対処は見られず、持続

できるよう、財政負担を含む

教育委員会の取り組みを全面

可能性は全く感じられない。

支援策を講じるべきでは。

権利床の有効活用を
資産の有効活用に加え、区

予算編成時に区が示した財政

幼児教育を問う

的に支援していく。

民サービス向上と区の施策実

フレームは見通しが甘く、厳

を講じることが可能か、実行

どのような手立て
現に資する活用とすべきであ

しい歳入の見通しも想定され

委員会の関係者等と協議しな

長

私立幼稚園における幼児教

る。高層棟最上階の展望ロビ

る。今後の財政状況にどのよ

区

育の重要性についての認識と

ーやレストラン等、政策的観

区

点から活用について考えては。 うな見通しを持っているのか。 がら検討していきたい。

７０

支援をどう考えているか。
区 長 区の幼児教育にお

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。

日本共産党議員団

第２回
定例会
いて大変重要な役割を担って

「区議会だより」は
各戸配布しています
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物価高騰から区民生活を守れ

区

長

①生活に困窮した

方からの相談件数は多く、以
前の水準には戻っていない状

重度心身障害者への支援と
施設計画を進めよ

長

①すこやか福祉セ

るよう改善を図っては。
区

ンター圏域に２カ所設置を基

南台小学校（旧新山小学校）
の跡地活用を問う

河合 りな

もの権利が守られる居場所と

立憲民主党・無所属議員団

跡地の９割が国有地である

なる。公園や公有地活用の中

本とし、すこやか福祉センタ

ーの配置数に併せて新規整備

ことから、防災まちづくり用

ハンドブックを作成しては。

年度の

するとし、令和８～

で、プレーパークとして使え

中野区の実態に合

地として購入を検討し、国と

る場所を洗い出すべきでは。

長

間に１カ所新設する。②整備

の協議を求めてきた。学校と

区

わせたハンドブックが作成で

にあわせ、仕様内容を見直し

ジュールを示すべきでは。

年から逆算し、具体的なスケ

貫した判断で迅速に子どもの

などを有することとなり、一

①一時保護の権限

きるか検討していく。

地域開放型学校図書館を問う

長

しての使用が終わる２０２４

高齢者の見守り支援の充実を
居宅時に使用する既存の

区

改善を検討していく。

小林 ぜんいち

況である。状況を注視し、必
①区長は重度心身障害者の

公明党議員団

ひやま 隆
要な支援に繋げていきたい。

立憲民主党・無所属議員団

えに繋がりかねず、熱中症リ

たことはあるのか。②重度障

物価高騰が、私たちの生活

っており、支援が必要な世帯
害者グループホームは未だ整

家庭を訪問し実態を見聞きし

の熱中症による緊急搬送状況
は各部署に繋げている。今後
備に至っていない。場所等を

②毎年、高齢者訪問調査を行

鳴を上げている。①他の自治
は。④正しい熱中症の予防・
もアウトリーチの機能強化等
ゼロから見直してはどうか。

スクが高まると考える。区内

体では、コロナ禍や物価高騰
対処法の普及啓発をすべきで
を図っていく。③令和３年の

を直撃し、家計は値上げに悲

により食費や医療費を払えな

件数は

①家庭訪問を行う

はないか。⑤子どもの貧困に
長

関する国の調査からは、公的

区

いといった相談が増加してい
件であり、そのうち

るようだが、区の現状と認識

長

用地取得の可能性

所について検討を進めている。

を考えており、実施可能な場

③常設のプレーパークの設置

める必要性を認識している。

安全を確保した中で、状況の

小中学生専用の学習スペー

子どもの権利が守られる社会

に向けた取り組みを

①都から児童相談所が移管

されて３カ月ほど経つが、気

①学校の図書館で

は、全区立小・中学校に図書

づいた点は。②本年４月から

教育長

館指導員を配置し開放して、

保育園待機児童がゼロになっ

①子どもの安全と公園利用

用した支援の充実を図りたい。

区

など、当事者の様子を見たり、 「緊急連絡カード」と併せ、

把握・調査等を進めることが

・５％である。④

を検討し、新校舎の移転まで

できている。②考え方をまと

高齢者が

スとして土日祝日と夏休みに

の間に対応していく。

していないことが明らかとな

支援の対象の方が支援を利用

外出先での万が一に備え、個

毎日開放している。①開設し

物価に負ける」年金となって

は。②現在の年金制度は、
「

声を聴いてきた。②引き続き

人情報が入ったＱＲコード付

った。アウトリーチチームを
センターによるアウトリーチ

ホームページ

区報、ポスター、ＨＰ等で周

江古田三丁目区有地で整備の

おり、高齢者の生活への影響
はじめとする区の取り組みを
活動の充実や子ども・若者支

現在の母子手帳には２５０

地域格差解消を図っていく。

たが、その継続には一定の定

ない方法で分煙を実施しては。

禁煙・分煙を問う

新井薬師公園の
①区民活動センター圏域ご

②検討会の中で整

者の快適性を鑑み喫煙所の場

地域包括支援センターを問う
載するページがなく、我が子

とに１カ所程度設けるように

備の方向性を明確にしていく。 員の空きが前提となる。待機

所を変更しては。②植栽では

㎝以下の低身長児の記録を記

の成長を実感できないとの声

見直しては。②委託の仕様内

児童ゼロ達成後の取り組みに

ついて早急に考え方をまとめ

ているため場所の変更は難し

離がとれる位置に区画を設け

①遊具などから距

にする社会状況の中で窮屈な

長

思いをしている子どもや子育

い。②より煙の流出を防ぐ性

区

て家庭にとって、プレーパー

能のある仕様を検討している。

ヤングケアラーへの

クはやりたいと思ったことを

支援体制を構築せよ

区はヤングケアラーへの支

検証し方向性を検討していく。 ては。③過剰に周囲の目を気

長
を聞く。別冊として、成長記

容を見直し、質の向上に資す

小杉 一男

子どもの権利を保障せよ
日本共産党議員団

みを検討する。

区

録を記載できるリトルベビー

０ｇ未満の低体重児、身長

も計画どおり整備すべきでは。

知していく。⑤すこやか福祉

も懸念される。特に支援が必
拡充させ、プッシュ型で支援
援センター等との連携強化を

ー

見守りツールを活

ていない地域とは格差が生じ

要な高齢者は、生活状況をよ
に繋げる取り組みの強化が必
進めたい。⑥積極的な情報提

ビ

長

き「お出かけ安心キーホルダ

り細かく把握し、プッシュ型
要では。⑥地域の子ども食堂
供を行いたい。

ス

ことを区民に理解してもらい、

区

調整を進めていく。

で支援に繋げる取り組みの強
事業、フードパントリー事業

改善を組織に根付

低体重児支援を充実せよ

ると考えるがどうか。②今後

化が必要ではないか。③物価
などは子ども教育施設と連携

つな

高騰により電気代が上がると
して更なる周知が必要では。

ャ

し、住宅を高環境性能にする

合性能評価システム）を導入

ＣＡＳＢＥＥ（建築環境総

キ

新たな環境政策の導入を

なれば、エアコン等の使用控

長

改善をどのように進めるのか。 ことで光熱水費を抑制できる

ムードを壊している。改善の

加藤 たくま

河川上での
ドローン配送実験を始めよ
自由民主党議員団

都心部の中野区でドローン
配送が可能なのは、河川空間
区

①子どもの権利条例の理念

か どう

かせ、組織文化を変えるため、 設計事務所、住宅メーカー等

実行できる場所であり、子ど

置について、どのような関わ

を活用したい研究グループも

援について、実態把握と専門

職間の連携強化・支援体制の

関が協働し、早期発見・把握

③就学予定状況調
査票を活用しながら、訪問調

構築による地域での見守りを

教育長

査など有効な方法も検討し、

や内容をどのように周知・啓

日の

必要な取り組みと考えている。 との連携を図り、環境配慮型

月

現れている。河道内でのドロ

権利の日となった

りを持っているのか。

発する見通しか。②子どもの
ＣＡＳＢＥＥを活

や適切な支援サービスにつな

催しについて、子どもや区民

長

実施するとしている。①支援

用する自治体があることは、

の参加をどう考えているか。

区

実態を把握していく。
認識している。現在実施の助

沼袋小学校跡地整備を問う

創意工夫を重ね継続していく。 のまちづくりを推進しては。

区 長 航空法や河川法な
じゅん し ゅ

北部すこやか福祉センター

ど関係法令を遵守する必要が
ある。その上で、安全対策が

③外国人の子どもの就学漏れ

区民や事業者など

げ、伴走型の支援を行い、ケ

から、都道への信号機や横断
成制度の検証も踏まえ、事業

長

対象者の実態をどう把握する

アを受けている家族、ヤング

等の整備用地と位置付けられ

若者への支援の中で、ひき

ひきこもりの実態把握を

十分である場合には、河川の

をなくす努力をすべきでは。

法、支援体制の在り方、地域

道の早期設置が望まれている。

番前交差点に信号機と横断歩

区民から、江古田四丁目交

いて、情報提供を行っている。

管理者には、要望の内容につ

者である警察署を案内し、各

者である東京都や、交通管理

区

のか。②どのような支援の形

歩道の設置について問い合わ
者との連携も視野に入れ、環

①立ち上げ予定の

ケアラー自身への相談・支援

ているが、本格的な検討は始

長

態や目標を考えているか。

使用許可を行っていきたい。

こもりへの支援が課題として

区

せがあった場合は、道路管理
①更に広く区民等

長
境配慮型のまちづくりを進め

区

まっていないと聞く。今後ど

ヤングケアラー支援地域連携

もり当事者を把握すべきでは。 協議会において実態把握の方

への啓発の方法について検討

区は、信号機や横断歩道の設

区民や団体などの協力も得な

する。②区が進めている重層

当事者把握は、調
取り組む。②子ども関係施設・ 査方法や対象者の抽出条件、

がら、効果的な普及・啓発に

調査項目などについて、他区

的支援体制の中で、多くの機

長

団体等と連携し、子どもの権

の例を参考に調査の有効性を

区

利を考える機会となる取り組

安全な道路交通を実現せよ

体制が整うことを目指す。

ーン飛行を進めるべきでは。

の橋の下、河道のみで、ここ

４０

取り上げられている。ひきこ

２０

るための施策を検討していく。 への普及・啓発を図るため、

１１

のように進めていくのか。

改善運動を改善せよ

づくりのほか避難所機能の整

本件整備は、まち

場したくないため、レベルが

備も関連することから、庁内

長

低い改善内容でエントリーす

の関係所管が連携を図り、検

区

るとの声も聞く。学芸会レベ

討を進めていく考えである。

中野区改善運動は、本選出

ルの発表内容が、逆に改善の

１２

ー」などを作成しては。

６４
６２

生藤 健人
路制度」の活用が有効だと考
える。当制度などを活用でき

どのようなことが可能か検討
していく。④地域のニーズを
把握し、よりよい施設機能と
なるよう、検討を進めていく。
認知症への理解を深める

を利用して、教職員が指導を

童・生徒に対し、空き教室等

斉藤 ゆり

社会情勢の変化に対応可能な
教育環境を整備せよ
立憲民主党・無所属議員団

①最適な教育環境を実現す
るため、教育現場の問題に対

①令和３年

月末

％の土地について用

長

しんご

時点で

区

大内

西武新宿線野方以西の連続
立体交差事業を早急に進めよ

自由民主党議員団

野方駅前の第１号踏切が除

却されない連続立体交差事業

地買収が進んでおり、地下埋

東北復興大祭典なかのを問う

にぎ

等の進捗状況は。②八幡通り

と調整し、早期に示していく。 労に繋がる体制を構築しては。 いる。現在の用地買収や工事

トにまで発展した。今年度の

踊りを一度に楽しめるイベン

燈まつりなど東北六県全ての

で、今年度は 月 日、 日

の土日に開催する予定である。

①これまでの成果

有子

長

②対象学年の拡大

の木塾」は、就学援助制度を

い、保育園が発注することで、

保護者が契約と支払いを行

効果を検討する。

利用する世帯の小６から中３

長

登園時荷物軽減となる、おむ

区

までを対象としている。学力

年の拡大を検討すべきでは。

者が多い高１を含めた対象学

つ定額サービスを導入しては。

おむつの定額サービス導入を

等事業の拡充を検討していく。

区

や学校規模を踏まえ検討する。

教育長

むとう

学習支援を充実・拡充せよ

した２０１９年度並みの規模

タブレット型携帯端末等を使用しています。

沼袋駅周辺地区
まちづくりを問う
自由民主党議員団

区画街路第４号線の事業計
画では、令和８年３月までに

となった場合、北原小学校正

して法的視点で助言をする、

行っている。今後も、支援体

る体制・制度づくりが必要で

取り組みを

整備事業が完了することにな
「スクールロイヤー」の導入

設物の工事に着手すると同時

認知症バリアフリーを更に
を検討してはどうか。②鷺宮

就労支援の充実に努めよ

ひきこもりの実態把握と

門前の第３号踏切は高架への

あるが区の考えは。④旧沼袋

小学校・西中野小学校統合新

制の改善を図っていく。

っているが、事業期間が延伸
拡大していくため、認知症サ

校の課題となっているのが通

に道路の設計検討を進めてい

小学校跡地は北部すこやか福
ポーター養成講座の受講が少

上り途中となるため、車両の

されるのではと地域から不安

ない職域や、学校の児童・生

る。②道路法による道路区域

祉センターと避難所機能、オ

の変更が完了し、権利者の同

ープンスペースとする計画だ

通行ができなくなることが問

の声が上がっている。①延伸

①ひきこもり支援に効果的

題となる。野方駅から井荻駅

となった場合、令和８年３月
学路の踏切問題である。跨線

意が得られたところから用地

徒への啓発活動を行うべきと

長

る。③一部区間で電線共同溝

区

間の事業の取り組み状況は。

が、避難所機能とはどのよう

な取り組みの実施には、実態

除却を含めた鉄道の立体化に

こ せん

までに整備事業は完了するの

橋や地下道路等の構造物の完

測量や補償算定を開始してい

考える。区の今後の展開は。

野方第１号踏切の

なものを考えているのか。

把握が必要である。今後の調

きょう

か。②交通広場の予定地が工

成は、開校までに間に合わな

長

不動産業者やマン

区

の設置が困難であることが判

大和町のまちづくりを進めよ

ション管理組合等への取り組

る。連続立体交差事業が完了

①今後の用地取得

ついて積極的に取り組んでい

明し、一時中止せざるを得な

長

査予定は。②他区の調査によ

る。早期実現を引き続き関係

区

い。昨年度実施した安全対策

ると、ひきこもりの方が求め

しないと、交通広場の整備が

事ヤードとして活用されてい
進捗の状況等を踏まえ、令和

の検証結果報告と、安全確保

いと判断した。

中学校、高校、大学等でも実

し ん ちょく

７年度末の事業完了を目指し、 みを検討している。講座は小

機関に働きかけていく。

引き続き事業推進していく。
施しており、実施校拡大のた

新型コロナ前の２０１９年

①導入を検討する。 であった。現在、区には総合

ているのは就労に関する支援

できないのか。③区画街路第
②交通広場部の着手時期は、

①大和町中央通りは令和６

には、青森ねぶた祭、秋田竿

教育長

案はいつ示されるのか。

４号線は道路拡幅により新た

子ども文教委員会で報告する。 すこやか福祉センターの体制

年度までが事業期間となって

的な就労支援の窓口はない。

を見直し、働きたい誰もが就

を中心とする路線は防災上特

開催時期や開催規模は。

②検証結果は、今定例会中の

まえ、西武鉄道と協議の上、

また安全対策案は、関係部署

め、啓発活動を推進する。

賑わいのある道路空間を構築
見極める。③制度の活用は、

に生まれ変わる商店街であり、 連続立体交差工事の進捗を踏

するため「歩行者利便増進道

に重要な優先整備路線として

つな

に、調査の有効性を検証し、

先行整備するとされているが、

避難道路５号では、どのよう

し ん ちょく

方向性を検討する。②複数分

進捗状況は。③美鳩小学校正

①他区の例を参考

野の政策を包括的に支援する

門前の道路、大和鹿鳴公園か

長

新型コロナの影響が長期化

体 制 構 築 に 向 け、（ 仮 称 ） 基

区

することにより、新たに生じ

幹型すこやか福祉センターの

誰一人取り残さない公教育を

た課題の一つが不登校児童・

ムの設置を検討してはどうか。

な事情で無電柱化の事業が順

無所属

①学習指導を目的に、各小

中学校に１人、週４日勤務の

任期付短時間勤務教員を配置

しているが、不十分である。

人数と日数を拡充すべきでは。

中野区議会では、ペーパーレス化等の推進のため、

差が拡大する小３から、中退

②無料の学習支援事業「しい

３０

ウクライナ避難民の

緊急要望で「民間事業者と

生徒の増加である。各校の状

①来年度に「ＳＤＧｓ未来

生活を支援せよ

連携した就労生活支援」を提

ら妙正寺川までの２２０ｍの

ＳＤＧｓ実現に向け
具体的な施策を実行せよ

案した。重ねて、特に就労生

組織・体制の検討をする。
東京商工会議所中

登校はできるが教

調に進められないのか。

大祭典として開催

り替えによる、電気料金変動

況に合わせた校内フリールー
長

教育長

室に入ることができない児

長

都市」への応募を検討しては。 の想定は。③国、都が実施す

活支援を要望するがどうか。
区

ど、区内事業者へも働きかけ

区

る各種ポイント制度などを活

つな

①前年度までの

木村 広一

②ＳＤＧｓや世界的な課題へ

用して、家庭の省エネ対策に

公明党議員団

の貢献にも繋がるエシカル消

長

ていきたい。
①電話をかけた際、

（アンドロイド端末用）

２９

１２

新たな補助制度を検討しては。 野支部等に協力を依頼するな
区

の高圧施設に、７月から予定

長

スマホやタブレットで
なかの区議会だよりが読めます

１０

８４

費について、より取り組みや
すい内容、区報等での紹介等、
更なる普及啓発を行っては。

区

予防行動等について説明し、

の低圧施設を含めると、

約８割が切り替わることにな

①検診により認知症が発覚

相談に対応する。②長寿健診

する

いきたい。②エシカル消費の

る。②低圧施設の電気料金は、

した場合には、家族のフォロ

に組み込むことは、制度や対

区 長 ①応募を検討して

理念や取り組みについて、よ

切り替え前とほぼ同様となる

ーアップも必要と考えるがど

状態に応じた支援サービス、

りわかりやすく、効果的な普

見込みである。③現在実施の

象年齢等の違いや帳票システ

もの忘れ検診事業を問う

及・啓発を推進していく。

うか。②もの忘れ検診は令和

会とも協議し検討していく。

助成制度の検証も踏まえ、国

の検討が必要ではないか。

での、認知症の早期発見対策

寿健診など身近に接する機会

るが、令和７年度以降は、長

ムの調整が必要なため、医師
視野に入れ、検討していく。

６年度までの実施と聞いてい

環境施策を問う
①区有施設の電気事業者と
の契約を、再生可能エネルギ
ー１００％に切り替えるよう、
要望してきたが現状は。②切

（ｉＯＳ用）

８７

や都が実施する制度の活用も
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近藤 さえ子

全国で注目される犯罪被害者
相談窓口を研修に活用せよ
無所属

小宮山 たかし

公益活動助成制度を見直せ
無所属

民活動センターに、地域の団

周年を迎える今、憲

無所属

①世代ごとや、事業者や学

自転車安全運転の啓発を

内野 大三郎

「憲法擁護」について
区長の考えを問う
区政

法改正に向けた議論を行うべ

世のため人のため社会課題
体が無料で使える、かき氷機

地域包括ケア体制を築く上
を解決しようと立ち上がった
きではないか。

脱炭素社会実現に向け地球に
や綿菓子機や射的セット等の

優しい取り組みを進めよ
区民有志に対して、３分の２

成のために、社会的な課題を

教育長

①オンラインを活

の移行も検討すべきでは。

法定型の利点も考慮した形へ

立石 りお

不登校支援など
教育施策の充実を

無所属

①不登校支援に結びついて

いない児童生徒が、社会との

接点を維持できる選択肢を増

やすため、教育委員会として、 用したフリースクールを含め、
大いに議論すべき

校単位などを対象に自転車安
長

イベント用品等を配備しては。
区

は助成するが、残り３分の１

しっ

有効な支援方法の情報を分か

電動生ゴミ処理機や高額な

ほうせつ

オンラインフリースクールの

学校給食を充実せよ

ものであると考えている。

全利用講習会を行っては。②

包摂した犯罪被害者支援を悉
①助成制度に関し

は自腹を切れとは意味不明で

かい

長

コンポストを区報で紹介する
ては、各助成制度間の均衡化、

区

皆研修として位置づけては。

また、施設利用に関しては、

りやすく家庭に提供したい。

ある。公益活動を新たに始め

②モデル校を選定し、９月以

ようとしても、場所もない情

取り組みが対象家庭に伝わる

のではなく、安価で地球に優

長

ように周知を徹底しては。②

しいダンボールコンポストを

時期を逸すること

ルとしての良さを生かしつつ、

教育長

なく適切に対応していく。

①必要性を検討し

明石市は、子どもに係る予

算を倍増し、出生率が１・７

研究していく。

長

他自治体の例も参

窓口まで申し込みに来れな

あんしんすまいパックを問う

処能力を向上させていきたい。

考に各関係機関と連携し、対

区

れた。区の対応は。

康一郎

ルの見直しをしては。②各区

長

ぎ ちょう

吉田

区独自の児童手当を創出せよ

区

な

万円交付等を行い、出生

になり、奈義町は出産祝い金

の

である。区独自の

率が２・

長

児童手当を創設するべきでは。

い人もいる。代理手続きが１

回で済むようにし、提出書類

長

改善を図る。

は必要最小限にするべきでは。

区

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

目の不自由な方のために、区議会だよ

●声の区議会だより

の再開等について」が通知さ

イルを想定した住民避難訓練

４月に政府から「弾道ミサ

ミサイル事態への対処を問う

区

ない。③テレビ視聴による情

学校支援活動をよ

定と統一化について、整理す

教育長

り組織的な体制とするために
コミュニティ・スクール導入

を把握した上で、検討する。

区内事業者の需要

報収集は、業務を遂行する上

長

る意思はあるのか。③中野区

で、不可欠であり、契約事務

区

導入した。学校・家庭・地域

が契約する全てのＮＨＫ受信

契約しており、使用状況等を

無所属

ＮＨＫ受信契約を問う
竹村 あきひろ

介護人材確保のため、都の
家賃補助支援事業を活用せよ

区

自転車販売店などの意見も聞

区 長 犯罪被害者支援に

食材費高騰により、年間見

いて啓発事業を展開しては。

かかる研修は職員にとって
施設利用者の目線を考慮した

降に活動を開始してから課題

報もない金もない人もない、

国の法定型コミュニティ・ス

区報や出前講座で紹介し、区

①対象を絞って実

様々な気づきのある研修と認

込み額に差が出る場合は、補

を検証、改善し、法定型コミ

こんな体制じゃ始められない。 ルールの見直しを検討する。

クールは学校の教育方針に沿

民と共に「一工夫してゼロカ

施することは有意義だと考え

識しており、他の分野の個別

②利用者のニーズをもとに配

ュニティ・スクールへの移行

①公益活動の再起動のため、

った形で教員を補強できる。

ーボン」を進めるべきでは。

正予算などの対策が必要では。 る。②実情に詳しい方からの

研修も含め、改善の題材の一
ホームページ

についても検討していく。

備を検討したい。

長

中野区コミュニティ・スクー

助成制度や公共施設利用ルー

区

意見も参考に実施していく。

ＨＰ等の媒体で区

つとして検討していきたい。
民に対し情報発信していく。

高齢者施設内での虐待に
速やかに対応せよ

無所属

①区有施設のＮＨＫ受信契

渡辺 たけし
いる。導入によって子どもの

約が必要な機器の使用状況、

無所属

最大で月々約７万円の家賃

成長に資すると期待している

契約の種類、支払う受信料な

石坂 わたる

補助が受けられる「東京都介

どを把握する意思はあるのか。 把握する予定はない。②契約

無所属

よいものに改良すべきでは。

護職員宿舎借り上げ支援事業」 面や、区として前向きに取り

相手先を項目にすることにな

の管理についての区の見解は。

都の制度の効果な

組んでいく姿勢・意気込みを

②予算関連資料でＮＨＫ受信

施設での虐待で、別施設に

どを参考に、区の制度がより

を活用し、区内で働く介護職

料が分類される支出項目の設

長

れ先がすぐに決まらないこと
利用しやすく利便性が高いも

示すべきではないか。

区

があるとの家族の声を聞く。

員の処遇改善を図っては。

公益活動等の支援を拡充せよ

が協働し、子どもたちの豊か

規則に基づきＮＨＫ受信契約

９５

移る必要があっても、受け入

速やかに移れるようにしては。 のとなるよう検討を進める。

り適切でないため、考えてい

区 長 地域包括支援セン
ター等と調整する。

区が助成や後援を行う事業
の会場確保の支援をしては。

料契約の解約を提案するが、

【問合せ】区議会事務局
（電話０３－３２２８－５５８５）

同性パートナーシップ制度の

な成長を支え、地域と共にあ

https://kugikai-nakano.jp/

の目的を明確にせよ

中野区議会
ホームページＵＲＬ

相談があれば、各

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。

長

を締結するものである。

キッズページ

区

る学校づくりを推進していく。 その実現に向けた取り組みの

みんなでみてね
「わたしたちの
中野区議会」

更なる充実を

他区に事例のない中野区独

中野区議会のホームページか
ら、定例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。

部署と連携し適切に対応する。

一環として、ＮＨＫ受信契約

１０

ご利用ください

での最重要課題である人材育

９０

自の制度で構築すると聞いて

中野区議会定例会を
インターネットで
ご覧いただけます

都も制度を作る中、区の現

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。

行制度を都の制度以上のより

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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可決した
議
案
規定を整備するものです。
る意見書

化のさらなる推進を求め

部分的な補助事業もあり、

「二重サッシ」にする等の

校教育職員の給与に関す

令和４年３月 日付けで解
●令和４年度中野区一般会

る条例の一部を改正する

ある雪国の学校では電力を

除したことに伴う損害賠償
地球温暖化や激甚化・頻

計補正予算（第４次）

童・生徒に快適な教育環境

条例

地球規模での環境問題への

を整えることができた。ま

について、和解を成立させ、
億３０４２万１千円を追加

取組であるＳＤＧｓや２０

た、太陽光発電や壁面緑化、

発化している災害等に対し、 大幅に削減すると共に、児

計上し、既定予算との合計

５０年のカーボンニュート

自然採光等を取り入れた学

歳入歳出にそれぞれ、６

額は、１６０１億２７５９

ラル達成に向けて、さらな

校施設（身近な教材）を通

教員特殊業務手当の上限

万５千円となりました。

る取組が急務であるが、公

じて、仲間と共に環境問題

損害賠償額を決定するに当

申立てのあった、交通事故
歳出予算の内容は、キャ

共建築物の中でも大きな割

や環境対策を学ぶことがで

（１面から続く）

社会福祉会館総合防水改
に係る損害賠償請求事件に
ッシュレス決済によるポイ

合を占める学校施設の老朽

き、科学技術への触発とな

東京簡易裁判所に調停の

ム整備工事請負契約

出金３憶４６９４万６千円

歳入予算の内容は、都支

「環境を考慮した学校（エ

童・生徒の環境教育を行う

施設を教材として活用し児

育環境の向上と共に、学校

事業が全国の学校施設で行

そこで、これまで多くの

ている。

学ぶ貴重な教育機会となっ

ると共に、最新の技術等を

修等工事請負契約

るものです。
中野区新庁舎議場システ
旧法務省矯正研修所等解

及び繰入金２憶８３４７万

コスクール）事業」が行わ

われてきたが、カーボンニ

ふぐ加工製品の取扱いに

たり、議決をしたものです。 額を改めるものです。

係る届出済票の交付及び再
修等工事に係る請負契約を
ついて、調停を成立させる
ント還元に係る経費６憶３

化がピークを迎える中、教

●中野区事務手数料条例の

交付に係る事務手数料を廃
締結するに当たり、議決を
に当たり、議決をしたもの

０４２万１千円を追加計上

●調停について

止するとともに、建築基準
したものです。
です。

●社会福祉会館総合防水改

法の改正に伴い、その引用
●中野区新庁舎議場システ

●中野区職員の給与に関す
ム整備工事に係る請負契約
体工事に係る請負契約を締

５千円を追加計上するもの

れてきた。

①住宅借入金等特別税額

結するに当たり、議決をし

体工事に係る請負契約を締

旧中野東中学校校舎等解

体工事請負契約

公共工事設計労務単価の改

に係る請負契約について、

中野区新庁舎新築工事等

の変更について

請負契約に係る契約金額

る際に、関係各省より補助

が施設の整備事業を実施す

協力し、認定を受けた学校

国土交通省、環境省が連携

文部科学省、農林水産省、

政府に対し、技術面（学校

よって、中野区議会は、

重要である。

に、多くの学校での実施が

することが必要である。特

さらに加速して事業を実施

ーボンニュートラルの達成

２

ことに留意して、周知の徹

環境教育の充実につながる

ンニュートラルの達成及び

やしていくことが、カーボ

スクール・プラス」として、 教育の推進を行うためには、 り組む〟自治体・学校を増

た、選挙は、私たち国民が

持つ民主主義国家です。ま

されました。衷心よりご冥

され、午後５時３分に逝去

いた安倍晋三元首相が銃撃

員選挙の応援演説を行って

奈良市において、参議院議

ものです。

我が国は、国民が主権を

せることのできる最重要か

財政面に関しては、カ

設整備に対する事業予算額

の給与に関する条例の一

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。

一部を改正する条例

条項について規定を整備す

る条例及び中野区職員の
を締結するに当たり、議決
結するに当たり、議決をし

です。

するものです。

勤務時間、休日、休暇等
をしたものです。
たものです。

●旧法務省矯正研修所等解

に関する条例の一部を改
●中野区特別区税条例等の

体工事請負契約

正する条例

控除の延長等を行うもので

たものです。

定により増額する必要が生

事業の優先採択などの支援

施設のＺＥＢ化に関する先

及び環境教育の充実に向け

ュートラルの達成及び環境

●中野区職員の育児休業等
す。②上場株式等の配当所

●江古田小学校体育館冷暖

じたため、２１７億５８１

を受けることができ、平成

導的なモデルの構築及びそ

この事業は、現在「エコ

に関する条例の一部を改
得等に係る課税方式を変更

房化等工事請負契約

１万９２００円から２２１

年から今まで２４９校が

政治に参加し、主権者とし

助）について、次の事項に

つ基本的な機会です。この

整備するものです。

正する条例
するものです。③その他地

江古田小学校体育館冷暖

億１１３９万５２００円に

て、多くの学校が取り組む

に当たり、規定を整備する

非常勤職員の育児休業等
方税法の改正に伴う区民税

房化等工事に係る請負契約

の横展開等）
及び財政面（学

福をお祈り申し上げます。

の取得要件を改めるととも

に係る規定の整備を行うも

認定を受けている。文部科

底に取り組むこと。

に、職員から妊娠、出産等

変更するに当たり、議決を

年度からは「地域脱炭素ロ

を増額すること。

民主主義の根幹たる自由で

●第五中学校体育館冷暖房

留意してさらなる推進を行

〈文部科学大臣、農林水産

公正な選挙が行われている

可等に関する条例の一部

ードマップ（国・地方脱炭

うことを強く求める。

大臣、国土交通大臣、環境

ものです。

素実現会議）
」に基づく脱

１ 技術面に関しては、学

大臣あて〉

化等工事請負契約

●意見書（１件）

炭素先行地域などの学校の

校施設に関するＺＥＢ化の

を改正する条例

●決議（１件）

うち、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ

●中野区立幼稚園教育職員

化等工事に係る請負契約を

（意見書・決議内容は次項

第五中学校体育館冷暖房
墓地等の経営主体に係る規

締結するに当たり、議決を

宗教法人法の改正に伴い、

部を改正する条例

定を整備するものです。

時 分頃、 意を固めるものです。

ぎないものであることの決

改めて民主主義は強く揺る

今回の卑劣な蛮行を非難し、

よって、中野区議会は、

ません。

じて許されるものではあり

最中に行われた暴挙は、断

教員特殊業務手当の上限

新たな技術の開発や周知を

行う。特に、新築や増築と

を達成する事業に対し、単
●中野区囲町地区における

価加算措置（８％）の支援

に掲載）
会条例

可決した
決
議
したものです。

額を改めるものです。
●和解及び損害賠償額の決

いった大規模事業だけでは

建築物の制限に関する条

が行われているところであ

区長の附属機関として、

回参議院議員選挙期

間中における蛮行に対す

◆第

いった部分的な省エネ改修

る非難決議

なくＬＥＤや二重サッシと
文部科学省の補助として

事業も、しっかりと周知を

る。

例の一部を改正する条例

◆環境教育の推進及びカー

は、新増築や大規模な改築

２６

定について

可決した
意 見 書
交通政策推進協議会を設置

囲町地区地区計画の変更

ボンニュートラル達成に

日付けで

し、その所掌事項、組織等

に伴い、適用区域、建築物

年６月

締結した住民情報連携基盤

について定めるものです。

７月８日午前

３０

平成

システムソフトウェアの賃

行い〝できるところから取

ブ

の他に、例えば教室の窓を

ゼ

向けた学校施設のＺＥＢ

第２回
定例会
の用途の制限等について、

第２回
定例会

貸借契約を区の申出により、 ●中野区立小学校及び中学

１１

２６

議員提出議案

を締結するに当たり、議決

●中野区新庁舎新築工事等

kugikaijimu@city.tokyo-nakano.lg.jp

のです。

●旧中野東中学校校舎等解

Ｅメール

についての申出があった場

一部を改正する条例

０３―３２２８―５６９３

てその意思を政治に反映さ

特別非常勤講師を会計年

Ｆ Ａ Ｘ

ことができるよう、学校施

次の３点について規定を

０３―３２２８―５５８５

校施設整備に対する国庫補

ご連絡ください。
学省の支援として、令和４

お気軽に区議会事務局まで

したものです。

郵送・電話・ＦＡＸ・Ｅメールなどで

をしたものです。

今後の参考にさせていただきますので、

●中野区墓地等の経営の許

ご要望などありましたら、

合の措置等について定める

区議会だよりへのご意見、ご感想、

３１

●中野区交通政策推進協議

２９

度任用職員として任用する

話

電

中野区中野４―８―１

〒１６４－８５０１

第２回
定例会
２９
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令和４年（２０２２年）
８月１３日
第２７２号

可決した
議
案

区長提出議案

議 案 に
対する討論
議案の審議に当たり、次
の議員が討論を行いました。

「感染症対策と

アメリカ合衆国による臨界
前核実験に対する抗議文を
送付しました
アメリカ合衆国が２０２１年６月、９月に
臨界前核実験を実施したことに対して、２０
日、同国のバイデン大統領に抗

結

果

有子

さえ子

むとう

近藤

大三郎

わたる

内野

康一郎

石坂

吉田

りお

たかし

立石

たけし

小宮山

渡辺

区長提出議案

○

○

○

×

○ ○ ○ ○

× ○ ○ ×

可決

令和 ４ 年度中野区一般会計補正予算
（第 ４ 次）

○

○

○

○

○ × ○ ×

× × ○ ×

可決

○

○

○

○

○ × ○ ○

○ ○ ○ －

同意

同意

査特別委員会
４／
自治体の役割について」
の学習会を開催、報告３
件を聴取
６／１ 第２回臨時会の

▼議会運営委員会

中野区交通政策推進協
招集日の確認や日程など

《議案》

計補正予算（第２次）
議会条例

●令和４年度中野区一般会
歳入歳出にそれぞれ、９
◆賛成討論

を協議

億９８８１万６千円を追加

２２年５月

和 行

６／８ 第２回定例会の

来 住

石坂 わたる （無所属）

和 彦

※

長 沢

竹村 あきひろ

浦 野 さ と み

議文を送付し、今後再び核実験を実施するこ
とがないよう強く求めました。

一 男

計上し、既定予算との合計
第２回定例会の

抗議文の全文は、中野区議会ホームページ
をご覧ください。

ウクライナへの支援金を
お送りしました
日（ 月 ）
、 中 野 区 議 会 は、 ウ ク ラ イ

小 杉

日程などを協議
６／
招集日の確認や日程など

日

５月

ナを支援するため、議員から募った支援金

万円を国連難民高等弁務官事務所へお送りし
ました。

哲郎

（審議結果 可決）
令和４年度中野区一般
会計補正予算
（第４次）

月

日

日

日

日

日

日

いさ

額は、１５９３億８３８１
万５千円となりました。
歳出予算の内容は、住民
を協議

小宮山たかし （無所属）

◆反対討論

に係る経費２８６０万８千
渡辺 たけし （無所属）
現在予定されている議会

税非課税世帯等給付金支給
円、子育て世帯生活支援特
吉田 康一郎 （無所属）
日程は、次のとおりです。
９月 日～
●閉会中の委員会
８月

８月

たは区議会事務局へ。

中野区議会ホームページま

とがあります。詳しくは、

議会日程は変更されるこ

８月

議会運営委員会

査特別委員会 ８月

危機管理・感染症対策調

会

情報政策等調査特別委員

８月

子ども文教委員会

８月

９月１日

８月

日

●第３回定例会（予定）

今後の議会日程

別給付金支給に係る経費２
（審議結果 可決）
深刻な物価高騰から国

億５５０５万９千円、新型
コロナウイルス感染症生活
民生活を守る対策を求
める意見書

困窮者自立支援金の申請期
間延長に伴う経費７３４万
総務委員会
区民委員会

◆反対討論
石坂 わたる （無所属）

５千円、新型コロナウイル
スワクチン４回目接種に係

厚生委員会

報告７件を聴取

報告３件を聴取
報告４件を聴取
報告４件を聴取
報告８件を聴取

建設委員会

（審議結果 否決）

令和４年４月～６月

閉会中の委員会の動き

る経費７億７８０万４千円
を追加計上するものです。
歳入予算の内容は、国庫
支出金９億９８８１万６千

４／

▼子ども文教委員会

４／

▼建設委員会

５／

▼厚生委員会

４／

▼区民委員会

４／

円を追加計上するものです。 ▼総務委員会
●専決処分の承認について
中野区議会議員及び中野
区長の選挙における選挙運
動の公費負担に関する条例
の一部を改正する条例につ
いて、地方自治法の規定に
より専決処分をしたことに
ついて承認したものです。
改正の内容は、中野区議

ＣＯ︱ＲｉＺ

▼情報政策等調査特別委員
会

会議員及び中野区長の選挙
における自動車の使用、ビ

４／

ＬＡＢＯを視察

ラの作成及びポスターの作
成に係る公費負担額を改め

▼危機管理・感染症対策調

共産：日本共産党議員団

◎会派等の略称 立憲：立憲民主党・無所属議員団 自民：自由民主党議員団 公明：公明党議員団
◎議員数は、議長（内川和久（自民）
）を除いています。
※ひやま隆議員、内野大三郎議員は、議案採決日（ ７ 月１１日）の本会議を欠席しました。

だいすけ

－：退席】
╳：反対
【○：賛成

意見の分かれた案件（第２回定例会）

第２回
臨時会
るものです。

中野区囲町地区における建築物の制限に関す
る条例の一部を改正する条例

中野区副区長選任の同意について（横山克人
氏）

羽鳥

日 野 た か し
木 村
広 一
甲 田 ゆ り 子
小林 ぜんいち
白井 ひでふみ
平 山
英 明
南
かつひこ
久 保
り か

議案名等

１９

無所属

生 藤
健 人
市川 しんたろう
加 藤 た く ま
若 林 し げ お
高橋 かずちか
大 内 し ん ご
伊 藤
正 信
高 橋 ち あ き

み
な
り
司
隆※
し
子
き
や

ひ と
合
り
藤
ゆ
山
や ま
本 た か
村
延
た か ゆ
井 た く

間
河
斉
杉
ひ
山
中
森
酒

１０

共産（ 6 ）

公明（ 8 ）

議員名等

３７
●時候の挨拶状の送付
い
贈らな
●中元、歳暮等の贈答
●慶事、弔事についての廃止
い
求めな
事項
らない
①祝儀、香典、供花の贈与
受け取
②祝電、弔電等の発送
●病気等の見舞における金品等の贈与
●新聞、雑誌、名簿、掲示板等への広告
●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

２８
１５
１２

１０

《虚礼等廃止の主な事項》

自民（ ８ ）

立憲（ 9 ）

３０

中野区議会は、虚礼等の
廃止を決議しています

２４ ３１
２５
２６
３０
３１
２９

２５
２５

１２

２５

２５

１１

第２７２号
令和４年（２０２２年）８月１３日
（7）

第２７２号

令和４年（２０２２年）
８月１３日

（8）

中 野 区 議 会 議 席 図
環境部長

書

記

書

議事調査
担当係長

記

地域包括ケア 地域支えあい
推進担当部長
推進部長

子ども家庭支援担当部長、
教育委員会事務局参事
（子ども家庭支援担当）

事務局
次 長

保健所長 健康福祉部長

子ども教育部長、
教育委員会事務局次長

教育長

総務部
文化・産業 ＤＸ推進
中野駅周辺
企画部
総務課長 振興担当部長
室長
まちづくり担当部長 企画課長

副議長
酒井 たくや

議長
内川 和久

事務局長
演

企画部長

区民部長

都市基盤
部長

まちづくり 防災危機管理
推進部長
担当部長

区

副 区 長

副 区 長

総務部長

長

壇

羽鳥
だいすけ

生藤 健人
立石 りお
斉藤 ゆり

河合 りな

渡辺
たけし

間 ひとみ

日野
たかし

竹村
あきひろ

小杉 一男
いさ 哲郎
小宮山
たかし
ひやま 隆

浦野
さとみ

内野
大三郎

杉山 司

甲田
ゆり子

吉田
康一郎

加藤
たくま

市川
しんたろう

木村 広一

内川
近藤
さえ子

石坂
わたる
中村 延子

山本
たかし

白井
ひでふみ

小林
ぜんいち

高橋
かずちか

和久

若林
しげお

大内
しんご

来住 和行
長沢 和彦

伊藤 正信
むとう
有子

酒井
たくや

森
たかゆき

南
かつひこ

久保 りか

■…立憲民主党・無所属議員団
■…自由民主党議員団
■…公明党議員団

傍

聴

高橋
ちあき
平山 英明

■…日本共産党議員団
■…無所属

席

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。

