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
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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。
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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
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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
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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
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⑤給食に係る様々な取り組み

区
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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
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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。
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