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物価高騰から区民生活を守れ

区
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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
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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。
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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
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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
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改善を検討していく。
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況である。状況を注視し、必
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要な支援に繋げていきたい。
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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
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もアウトリーチの機能強化等
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対処法の普及啓発をすべきで
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関する国の調査からは、公的
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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
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用地取得の可能性

所について検討を進めている。
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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。
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置について、どのような関わ
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当事者把握は、調
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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
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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
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るとの声も聞く。学芸会レベ

討を進めていく考えである。
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