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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