令和３年度決算を認定
議案

区議会は第３回定例会で︑令和３年度決算５件を認定しました︒
また︑﹁令和 ４年度中野区一般会計補正予算﹂など区長提出

第３回定例会は９月 日

日まで開かれま

日から３日間︑

から 月
した︒
９月

人の議員が区政課題につい

て︑一般質問を行いました︒

この定例会では︑令和３

給に係る経費を計上した

計

区政をただす⁝⁝⁝⁝⁝⁝２〜５面
決算を問う⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝６〜９面
決算に対する各会派の見解⁝⁝ 面
可決した議案⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 面
可決した意見書・決議⁝⁝ 〜 面
陳情の審議結果⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 面

件の区長提出議案を審

議し︑ 件すべてを全会一

このほか︑副区長に青山

敬一郎︵あおやまけいいち

ろう︶氏を選任する提案に

同意しました︒

陳情については︑１件を

また︑計６件の議員提出

議案を審議し︑そのうち４

採択し︑１件を継続審査と

ついて

◆賛成討論

山本 たかし

木村

だいすけ ︵共産︶

広一

︵公明︶

羽鳥

たけし ︵無所属︶

別会計︑後期高齢者医療特

会計︑国民健康保険事業特

医 療 特 別 会 計︑介 護 保

特 別 会 計︑後 期 高 齢 者

計︑国 民 健 康 保 険 事 業

について

別会計︑介護保険特別会計

地特別会計決算を全会一致

険特別会計決算の認定

一 般 会 計︑用 地 特 別 会

渡辺

市川しんたろう ︵自民︶

︵立憲︶

一般会計決算の認定に

しました︒

件を全会一致で︑２件を賛

計補正予算︵第６次︶
﹂など︑ 成多数で可決しました︒

﹁令和４年度中野区一般会

12 12 11 10

の各決算を賛成多数で︑用

した後︑採決を行い︑一般

委員会での審査経過を報告

月５日の本会議では︑

ました︒

で︑分野ごとに審査を行い

決算審議の状況

令和３年度の一般会計︑

用地特別会計︑国民健康保

険事業特別会計︑後期高齢

者医療特別会計︑介護保険

特別会計の各歳入歳出決算

は︑全議員を構成員とする

決算特別委員会に付託され
ました︒

決算特別委員会では︑は

じめに︑ 人の委員が決算

11

石坂 わたる ︵無所属︶

全体の総括質疑を行った後︑ で︑それぞれ認定しました︒ ◆賛成討論

決算の審議に当たり︑次

■後期高齢者医療特別会計
歳 入
69億9 895万4 293円
（△0 8％）
歳 出
（△1 0％）
69億1 750万2 793円

総務︑区民︑厚生︑建設︑

■国民健康保険事業特別会計
歳 入
（2 9％）
334億0 121万4 789円
歳 出
（2 8％）
330億2 073万2 806円

の議員が討論を行いました︒

（△88 6％）

子ども文教の５つの分科会

（2 7％）

10

（△88 6％）

■用地特別会計
歳 入
11億6 085万1 018円
歳 出
11億6 085万1 018円

（2 7％）

■介護保険特別会計
歳 入
243億1 365万0 944円
歳 出
237億6 809万6 338円

価格高騰緊急支援給付金支

５会計の決算の認定のほか︑ 致で可決しました︒

21

20

12

年度中野区一般会計など︑

主な
掲載記事

21

19

22

のほか︑議員提出６議案を可決し︑副区長の任命に同意しました︒

10月29日（土）
、30日（日）に「2022なかの東北応援まつり」が行われ、青森ねぶた祭など東北六県の祭りが

12

（対前年度伸び率）
■一般会計
歳 入
1 598億1 801万6 116円 （△14 2％）
歳 出
1 533億3 835万0 880円 （△15 1％）

21

10

各会計決算額
令和３年度

令和 4 年（2022年）11月24日
2 7 3

第３回

なかの東北応援まつり
2022

〒１６４−８５０１ 中野区中野４−８−１
（区議会事務局）電話０３−３２２８−５５８５ ＦＡＸ０３−３２２８−５６９３
（中 野 区 役 所）電話０３−３３８９−１１１１（代表）
Ｅ メ ー ル kugikaijimu@city.tokyo-nakano.lg.jp
ホ ー ム ペ ー ジ https://kugikai-nakano.jp/

定例会

披露されました。写真は、オープニングセレモニー（左上）、青森ねぶた祭（右上）、盛岡さんさ踊り（左下）、

山形花笠まつり（右下）の様子です。

を助成する制度を始めた︒①
この助成制度は時限的な制度

子ども・子育て関係との連携

長

学習会・講演・ワ

を直撃している︒公助の力で

算編成を行うとしている︒

避難支援計画の充実を図れ

の配布も検討している︒

旧本町図書館暫定貸付に係る

優先交渉権者ついて問う

浦野

さとみ

物価・燃料費高騰の状況を
踏まえた対策を検討せよ
日本共産党議員団

整備について問う

長

①これまで以上に

に適応する施設にすべきでは︒

区

綿密な情報共有を図り︑地域

に立地している︒こうした周

宣言は︑いまの時代に輝いて

の方々の意見集約に努めてい

制定を機に︑ヘイトスピーチ

いる︒宣言を記した銘板を区

長 増設は考えていな

は許さないという認識を広く

区

内に増やすべきではないか︒

ポスターの掲示場所は現在︑

示していくべきである︒啓発

る施設づくりを検討していく︒

も進めていくべきではないか︒ 辺地域の特性を踏まえ魅力あ

区

ークショップなど︑子ども・

ワクチン接種の
公費助成を検討せよ
木村

子育てに関して連携できるこ

であり︑令和５年度がその期

を検討する場合︑要支援者避

ともあると考えており︑今後

広一

①他自治体に先駆け︑帯状

難計画書に避難場所も記載し

事業者と協議していく︒

公明党議員団

以降についても︑この制度を

疱疹ワクチン接種の公費助成

てはどうか︒

限となっている︒令和６年度

利用できるよう見直しを行う

をすべきでは︒②小学生への

一 般 質 問
べきではないか︒②現行制度

インフルエンザワクチン接種

ムーズに行えるよう︑次年度

鍋横区民活動センターの

の１申請当たりの上限額及び

の公費助成をすべきでは︒

長 水害時の避難がス

財務規律と政策の想像力︑こ
申請回数について拡充をすべ

区

の二つをいかにバランス良く

区政をただす

新たな財政運営の
考え方を問う

①整備基本方針の策定にあ

の災害時個別避難支援計画書

齢︑使用するワクチンの種類︑ には︑水害時の避難所を掲載

っては︑地域との丁寧な情報

長 ①効果的な対象年

する方向で進めている︒併せ

提供︑意見集約をすべきでは︒

区

他自治体の情報等を収集しつ

て︑風水害マニュアル及び︑

②通常の区民活動センターよ

この間の財政運営について

歳出の一般財源充当事業費を
﹁副作用﹂がなかったか︑十

長 ①新型コロナのリ

きではないか︒

スクから回覧板が利用しづら

つ︑引き続き検討していく︒

要支援者ごとに該当する水害

りも多い床面積を活用し︑商

﹁基準となる一般財政規模﹂
分な総括が必要であると考え

区

両立させていくかが重要であ

くなっているなど︑地域住民

②接種率や他区の実施状況等

時の避難所が記載されたエリ

ると考える︒区の見解は︒

への広報手段として掲示板の

を踏まえ検討していく︒

隆

重要性が増していることは認

ひやま
く揺れ動いている中︑持続可

識している︒令和５年度まで

立憲民主党・無所属議員団

能な行政運営を行うためには

の進捗状況を見ながら令和６

の範囲内で積算することを目
る︒新型コロナに加え︑物価

区では令和元年度から町

長 社会や経済が大き

財務規律を保ちつつ︑中長期

年度以降の在り方について検

要支援者用の風水害防災マ

く︒②整備用地は商業地区と

標に予算編成を進めてきた︒
高騰という状況の中︑様々な

会・自治会活動を支援するた

町会・自治会活動の支援を

今回︑区が示した新たな﹁財
分野で行政ニーズが増加して

め︑町会・自治会による掲示

区

的な視点を持ち︑政策形成を

討を進める︒②今年７月から

ニュアルを作成し︑要支援者︑

優先交渉権者となった事業

しての賑わいのほか︑多くの

業費の目標額とした上で︑予

行う必要がある︒今後の財政

運用の一部見直しを行い︑申

支援者への配布を要望したが︑

者と地域との連携を支援すべ

通勤・通学者が行きかう地区

物価高騰の影響が区民生活

﹁基準となる一般財源規模﹂
ことは区の重要な責務である︒ は

物価高騰から区民生活を守る

に加え﹁財政非常事態宣言﹂

見通しを見定めながら将来の

請回数を２回までとしていた

その後の検討状況は︒また︑

きであり︑運営開始後︑区の

政運営の考え方﹂では予算編
いる今ほど行政としての政策

アの﹁中野区ハザードマップ﹂ 店街の中心部という立地環境

そのためにも持続可能性のあ
という﹁薬﹂が効き過ぎて︑

まちの姿に向け︑今なすべき

が︑新たに３回目の受付を開

要支援者の水害時の避難場所

成開始時における歳入一般財

の想像力が問われる時はない︒ 板の新設・移設にかかる経費

水害時を考慮した災害時個別

ればならない︒これまで区は︑ 政策的経費の執行が縮小し政

る健全な財政運営に努めなけ

策の想像力が低下するという
取り組みを構築していく︒

始したところである︒

源の見込額を一般財源充当事

条例化を検討すべきでは︒

どのような状況か︒③今後拡

プログラムを改編しては︒

を見定め︑適時適切に取り組

合意形成を大前提とした

いが︑設置済のものは︑適切
①区独自の低所得者や子育

長 施設利用者やスポ

充していく手立てはあるのか︒ に維持・管理していく︒

区

んでいく︒②地方創生臨時交

長 ①人員削減効果の

て世代等への臨時給付金等の

区

見込みまでは至っていないが︑ ーツ団体︑近隣住民等の意見

①全ての人が人権

付金の活用例や他自治体の取

まちづくりをせよ

番地

費の一部補助を検討している︒ ②チラシを企画課の窓口に設

関係権利者を対象とした話し

区地区計画等案は︑これまで

番〜

置し︑常時配布しており︑人

合いが中心で︑近隣では計画

上高田四丁目

権週間などにポスター掲示を

を知らない方も多い︒区画道

環境整備を問う

人権及び多様性を尊重する

行っている︒③イベント時期

例の主旨を広く知ってもらう︒

長

支給を検討するべきではない

に車を利用する︒移動手段が
自動車のみの障がい者もいる︒
対策を検討するべきではない
か︒③介護や障害福祉サービ

区

を十分に踏まえ︑使用料見直

を大切にする意識を持つこと

その効果を適切に把握し今後

しげお

り組みを参考に︑実情を勘案

策定する職員定数管理計画の

自主財源費用の試算を検討

長 事業実績を踏まえ

しておくべきではないか︒
区

ながら試算していきたい︒

長

丁寧な説明を重ね︑

区民の声に応えていきたい︒

区

づくりをするべきでは︒

合意形成を大前提としたまち

心配の声が寄せられている︒

以外のポスター掲示について︑ 路整備等については︑不安や

尊重するまちづくり条例では︑ 区の施設や中野区お知らせ板

①中野区人権及び多様性を
有無で影響が大きく異なる︒

﹁憲法擁護・非核都市﹂の

平和銘板記念碑の増設を

の活用を検討する︒

﹁差別をされている状況を見

とが必要﹂としている︒どの

食費の負担軽減対策の対象を

ように整備するのか︒②条例

過ごさない環境を整備するこ
長 ①今後の追加対策

区

では真に支援が必要なところ

広げるべきではないか︒

スの事業所では食事の提供の

を根拠に積算し︑事業運営経

しと併せて検討していきたい︒ か︒②通所系サービス︑医療

総額の他︑様々な影響を精査

若林

物価高騰への対策を
中長期的に行え
自由民主党議員団

①毎年約 億円をかけ学校

使用料見直しと併せ︑キリ

私立幼稚園等の送迎は基本的

で実現すると考えており︑条

て︑個別プログラムの一つに

くには︑特に管理監督者の意

ンレモンスポーツセンターの

子ども医療費助成を問う

機関による往診等の訪問診療︑ し検討する︒③光熱費上昇分

見直しに反映させていく︒②

③新たな働き方を実現する人

意識改革を進めていきたい︒

し︑研究を進めていきたい︒
職員の働き方改革を進めよ

人員数等の数値を具体的に算

位置づける考えである︒

識改革が必要では︒③ＤＸ推

興業目的の新たな料金体系の

19

再編を進める計画だが︑資材
価格高騰により財政フレーム
を考え直さなければならない

物価高騰による区民負担軽減

出しているか︒②マイクロソ

①ＤＸ推進で生み出される︑ 事制度構築と職員育成につい

のため︑給食費無償化を具体

フトの人事評価等を参考に働

のでは︒②給食の質の確保や

的に検討していくべきでは︒

き方や仕事の仕方を変えてい

区民に寄り添った

①物価高騰の状況

や工事の契約金額変更等を注

進を切り口とした働き方改革

区 長

視し︑財政フレームにどう反

に焦点をあて︑構造改革実行

スポーツ施策を推進せよ

②区が負担すべき
教育長

映していくか検討していく︒

17

第３回
定例会
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（2）
令和４年（２０２２年）
１１月２４日
第２７３号

第２７３号
令和４年（２０２２年）
１１月２４日
（3）

経済支援政策を問う

区

長 ①個人や企業等︑

参画者拡大を検討したい︒②
活発な意見交換ができるよう︑
区が事務局運営を担っていく︒

進入抑制が必要と考えており︑
今後検討していきたい︒
ギフテッド・チルドレン等の

羽鳥

地域の交通対策を問う
日本共産党議員団

だいすけ

あると考えるがどうか︒②省

エネ・再エネ設備の導入につ

いて︑中小企業にも助成対象

みも踏まえて進めていく︒

介護サービス事業者へ支援を

①介護サービス利用者が新

司

を広げることを検討すべきで

杉山

型コロナに感染したことによ

立憲民主党・無所属議員団

はないか︒③中野駅前再開発

り︑サービスの利用を断られ

長 ①電子商品券導入

ティの実現に向け︑新たな支

３Ｄデータを公開せよ

③国の検討状況を見ながら︑

援メニューも必要であると考

長 ①西武鉄道から︑

について︑ゼロエミッション

る事例がある︒サービスを継

区

関係機関と連携し︑対応の在

えており︑検討していきたい︒ ンターや介護サービス事業所

区

両駅のホームドアについては

東京戦略の目標に照らし︑環

続してもらうために事業者の

の世界は仮想通貨やＮＦＴ︑

られている︒エレベーター設

り方について検討していく︒

連絡会などを通じて︑実態把

①現在︑連続立体交差事業
が進められている新井薬師前

安全上の観点から設置を検討

境性能の向上や規模の縮小な

ニーズを把握する取り組みが

教育長 ①全ての教職員が

置を西武鉄道と協議しては︒

④引き続き詳細な条件等を確

②民生業務部門の二酸化炭素

握に努め︑課題を整理したい︒

者への協力金支給を検討する

子ども達との関わりを通して

③西武新宿線の踏切内等への

認し︑継続して事業者と協議

排出量も削減の促進が必要で

支援を強化せよ

駅や沼袋駅について︑ホーム

してると聞いている︒②地形

ど︑適切な見直しを行ってい

ーを閉めても注文が入り︑事
①学校で学びづらいなど︑

ドアを設置するよう西武鉄道

上及び駅の構造上︑難しいこ

①地域ごとの産業特性を把

子ども達の声なき声を︑どう

に働きかけては︒②鷺ノ宮駅

中野サンプラザの

吸い上げるのか︒②今の体制

南口にはエレベーターがなく︑ とを西武鉄道と確認している︒ くべきではないか︒

業継続できるよう︑デリバリ

三次元化し︑オープンデー
でどうカバーしていくのか︒

不便さを訴える声が多く寄せ

握し︑発展に貢献できる人材

タとすることで︑メタバース
③環境が変わる等の影響を︑

ー企業の利用を紹介しては︒

とキャッシュレス決済推進に

どう最小限に抑えるのか︒

の配置を検討しては︒②ＩＴ

メタバース等新しい経済領域
等に生かされ︑現中野サンプ

必要ではないか︒②介護事業

ラザが第三者等の手によって

悩み等を把握し︑適切な指導

点字ブロック設置を関係機関

していく︒

区

長 活用の可能性や︑

②今後の感染状況や国や都の

長 ①地域包括支援セ

あり︑今後検討していく︒③

動向︑他区の対応状況等を把

供が行われるよう︑教職員や

受け入れ体制を拡充せよ

すべきでは︒②地域型保育事

議会運営委員会視察報告

る︒

事業推進に当たっては︑各環

一般区民に公開する取り組み

が増えた学校については︑適

業においても２次募集より他

めることとなり︑都の取り組

握し︑支援の在り方を検討す

しする︒③交通安全指導員の

じた取り組みが進むよう後押

一人ひとりの学習の状況に応

支援メニューに拡充の余地が

①太陽光発電システムなど︑ 境関連施策に則って計画を進

区

べきではないか︒

や支援に結びつける︒②相談

に働きかけてはどうか︒④若

アーカイブされていくのでは︒

費用負担の在り方等について

室の相談員派遣等︑柔軟で適

宮・大和町地域でコミュニテ

①ゼロカーボンシ

取り組んでおり︑プレミアム

えたい︒②区商連と協力しテ

引き続き検討していく︒

切な対応を行う︒③学校生活

中野駅南口の安全を担保せよ

るべきではないか︒

学校教育の取り組みを問う
①インクルーシブ教育構築

気候危機対策を問う
ィバスの実証実験が始まるが︑

ロータリー整備の中︑自転

の取り組みを行っている︒

シルバーパスの適用を検討す

支援シートや記録に基づく合

長

が拡大した︒これらを産業振

①仕組み作りや人
イクアウト等の案内に努める︒
中野駅周辺エリアマネジメン
ト協議会を問う
①町会等地域住民がメンバ
ーに入っていないのはなぜか︒

長 原則的に自転車の

ＤＸ推進体制を問う

区

②にぎわいや経済効果を生む︑ 車の進入抑制を図るべきでは︒ 理的配慮や︑保幼小連携教育
仕掛け作り等が必要では︒

区

興方針に組み入れるべきでは︒ 付商品券発行は電子に切り替
区 長
材育成について︑関係機関と
連携し検討していきたい︒②
産業として︑新しい動きを作
りだせるよう検討したい︒
商店街支援を進めよ
①地域通貨﹁中野ペイ﹂を
検討してみては︒②シャッタ

﹁日本銀行洗心寮﹂の
跡地活用を進めよ

請手続きについてＤＸの観点

を行ってはどうか︒②障害の

配置を充実すべく検討したい︒

①庁内のＤＸ推進における

長 ①今年度︑全庁一

から改善が必要ではないか︒

の観点から︑合理的配慮の提

全体の意識底上げと︑各所管

区の認可保育園において︑

たかし

えた︑歯科医師︑歯科衛生士

を横断するようなＤＸ推進に

困難さを軽減するため︑学校

０〜２歳児は他区の受け入れ

日野

の派遣等の拠点が必要では︒

体的に推進する体制を整備し

現場においてタブレット端末

をしていないが︑隣接する区

公明党議員団

区は約２７００ ㎡の若宮一

③多職種との研修や意見交換

ついては︑ＣＩＯや構造改革

た︒新庁舎開設後︑更なるＤ

の活用やデジタル教科書を効

の状況はいずれも２次募集か

しんご

丁目﹁日本銀行洗心寮﹂跡地

担当等︑全体に横串をさせる

Ｘ推進に向けた組織の在り方

果的に活用できるよう︑教育

ら他区の受け入れをしている︒

大内

を取得したが︑古い建物は残

会等を共同開催するなど連携

ところが担うべきである︒役

を検討していく︒②電子申請

委員会からの後押しが必要で

自由民主党議員団

ったままで︑木がうっそうと

強化が必要では︒④成人歯科

割を見直しては︒②新庁舎移

未対応の手続きは︑電子化の

①定員割れの対策になる可能

できるよう検討する︒

区内保育施設の

茂り︑防犯上の懸念の声が地

健診の項目追加は費用がかか

転までには︑法令等により進

阻害要因の分析や検証を行い︑ は︒③学校の統合により︑学

性がある他区受け入れを検討

区

建物の除却・撤去を行っては︒ らないとのことである︒更な

域から上がっている︒早期に

るお口の健康に関する区民サ

区域が広くなったり︑児童数

今後︑早期に撤去

められないものを除き︑区民

計画的に取り組みたい︒

区 長

ービスの向上を図るため︑項

サービスに係る全ての電子申
んに関する広報活動︑例えば

目の追加をしては︒⑤口腔が

お口の健康への

切な見守り体制や見守り時間
る拠点機能も含め︑検討が必

検討していきたい︒

区民フォーラム﹁口腔がん啓

取り組みを問う

要である︒③更なる区や多職

したことを踏まえ︑制限の緩

区受け入れを検討すべきでは︒

発講演﹂などを支援すべきで

教育長 ①合理的配慮に関

となるよう見直し︑全体基準

①訪問歯科診療や口腔ケア

種間との連携強化の方法につ

２０２４年２月には︑新庁

和に向けて検討する︒②制限

長 ①待機児童が解消

は︒⑥１歳６か月児︑３歳児

いて検討したい︒④項目の充

するこれまでの積み重ねをま

区

機能管理の推進に向け︑区と

歯科健診で希望者への無料フ

舎が完成し︑５月には開設を

を上げていくことが必要では︒

中野区歯科医師会が連携した

ッ素塗布を項目に追加しては︒ 実を含め︑歯科医師会と意見

の緩和に向け検討する︒

ル教材等について情報提供し︑

く︒②有効と思われるデジタ

迎えるが︑工事の進捗状況は︒ とめ︑公開方法を検討してい

区役所新庁舎整備事業を問う

新たな事業を構築するための

交換していきたい︒⑤より効
果的な広報について︑検討し

長 ①区の関連部署と

たい︒⑥歯科医師会と調整し︑ どおり進捗している︒

区

意見交換できる場の設置を検

意見交換を行う場が必要では

討したい︒②口腔ケアに関す

長 竣工に向けて予定

ないか︒②歯科訪問診療や総

区
合的な相談ができる窓口を備

10月25日（火）から26日（水）に、宮城県石巻市の「震災時の議
会の役割及び本会議YouTube配信（ライブ中継）」についてと、岩
手県一関市の「議員定数の削減及び議会基本条例」について視察を
行いました。写真は一関市での様子です。

世代に合わせたきっかけ作り
が重要である︒地域や子育て
団体等と連携し︑きっかけ作

中野支部の動物病院で配布し
ている︒周知を工夫し︑配布

新たに創出されるにぎわいの
効果を区内全体に波及させよ

支援を行う︒②地域の方々と

意見交換を行うなど︑適宜適

切な情報提供を行い︑丁寧に

合意形成を図っていく︒③実

方法を調整していく︒②令和

平山

証実験の中間評価を行い︑中

①民間団体の情報収集等︑
成する観光施策検討会でも議

に対し︑都立家政駅周辺のま

現状について︑特に沿道住民

続支援Ｂ型事業所に仕事を発

区は毎年度︑区内の就労継

英明

分について︑今後の土地収用

野区交通政策推進協議会を通

①区が発行する愛犬手帳・

様々なかたちの支援が求めら

論しており︑新たに創出され

ちづくりの検討状況も含めた

注するなどの支援を行ってい

公明党議員団

状況によっては︑収用完了を

じて︑有識者や交通事業者等

安心してペットと共に

実施された﹁７町会・自治会
愛猫手帳にペット防災や同行

れている︒母子・父子自立支

るにぎわいを区内全体へ広げ

説明会の実施など︑丁寧な説

るが︑工賃アップに資するた

暮らせる社会を実現せよ

庫の食料にクラッカーが多く︑ 避難の記載はあるが︑手帳の

合同防災訓練﹂では︑備蓄倉

存在を知らない方が多い︒周
援員を増員し︑区が責任をも

ることも含め︑検討を進めて

明を行うべきではないか︒③

りに努めては︒②今年５月に

５年度の改訂に向けて掲載を

待たずに事業を進めるべきと

の意見を踏まえながら︑令和

りな
①中野駅周辺まちづくりに

考える︒特に危険と思われる

５年度の事業継続について判

河合
よる︑新たなにぎわいの効果

場所を警察と協議し︑都への

断していく︒

参加者から不安の声が上がっ
知を図っては︒②飼い主が先
って体制を充実させるべきで

いく︒②ローカルな情報の発

めに発注量を増やすなどの努

①令和５年度中に

た構造改革実行プログラムに

区においては︑昨年度策定し

野区民防災ハンドブック﹂に

冊子として作成している﹁中

策定後は︑ＨＰや区報︑啓発

現在は９つの局面

の応援体制を取っている︒

の中間にあたる︑局面５相当

厚生委員会視察報告

①改訂時期は︒②改訂に伴

長

う工夫点は︒

区

改訂の予定である︒②パブリ

ック・コメント等の実施を通

がった要因は︒②経常収支比

おいて︑経常収支比率が 区

よる周知をはじめ︑様々な団

長

10月27日（木）から28日（金）に、岡山県岡山市の「岡山市地域
共生社会推進計画（地域福祉計画）改訂版」についてと、岡山県総
社市の「障がい者千五百人雇用事業」について視察を行いました。
写真は総社市での様子です。

全ての人が過ごしやすい
避難所運営を目指せ
立憲民主党・無所属議員団

を北部や南部にも広げること

要請を行ってはどうか︒②補

ていた︒区の食料備蓄に対す
に亡くなったり︑病気等で飼
は︒②プレひとり親への対応

新たな公共交通サービス導入

力ができないか︒

就労継続支援Ｂ型事業を問う

る考えは︒③被災時の混乱の
育しきれなくなることで︑周

について︑現在の検討状況は︒ 信源として︑災害時における

ひとり親家庭に手厚い支援を

工夫していく︒③他自治体の

活用による地域ＦＭ局開設の

助２２７号線若宮地域部分の

①区民の防災意識向上には︑ ③犯罪抑止や発生時の対応の
充実のため︑導入を検討する︒ 先進事例を参考に研究する︒

必要性について区の認識は︒

入や費用助成を検討している︒ を検討しては︒②民間活力の

④ボランティア登録制度の導

長 ①有識者などで構

中では︑窃盗や性犯罪等が発
辺住民に影響が生じるのは昨

について︑中間評価の結果に

正信

ている︒②一般的に

伊藤

区の財政運営について問う
自由民主党議員団

①財政の弾力性を見る経常

ども園の検討を行う︒⑤引き

率の状況についてどのように

平均を下回ることを基本指標

体の防災活動や訓練実施時な

が適切な水準といわれている︒ して︑広く区民の声を聞く︒

続き検討したい︒

考えているか︒③経済状況が

の一つに掲げている︒財政の

４ポイント減の ・７％に下

〜 ％

者の就労支援を促進していく︒

長 区の業務の発注促

地域情報の迅速性や即時性が

区

生する可能性がある︒防犯ブ
長 ①令和５年度より

今の課題である︒愛犬・愛猫
区

ザー等を避難所に備えては︒

議会での議論や地域の意見も

区

よっては︑令和５年度の実証

増員し︑相談体制を充実させ

有効であると認識している︒

①対象に合わせて︑ 手帳の改訂時に﹁お世話がで

区 長

進や自主制作品の販路拡大に

ていく︒②早い段階からの支

実験の継続もあり得るのか︒

きなくなった時にお願いする

メディアの一つとして︑民間

議はできないが︑都市計画道

広く中野の魅力を発信できる

各部署や関係団体等と連携し

援の必要性は認識している︒

活力を活用した地域ＦＭ局開

取り組んでおり︑今後も障害

方﹂の項目を追加しては︒③

児童扶養手当の支給要件は国

路事業が推進するよう可能な

長 ①警視庁と直接協

て推進していく︒②避難所に
取り残されるペットを地域で

設の可能性を検討していく︒

踏まえ︑丁寧に進めたい︒③

区

は︑発災から３食分を目安に

未然に防ぐ方策を検討しては︒ で定めているため︑区が緩和

の経済支援を来年度から実施

育園等の入所児に欠員が生じ

来年度︑保育所への支援の在

不透明な中︑持続可能な行財

どの機会を捉えて計画の理解

する場合の窓口を一本化せよ

閉校となっている学校を利用

健全性が保たれていることを

の促進を図っていく︒

せることが必要と考えており︑ 収支比率が︑前年度から４・

までの一貫した教育に反映さ

①補助２２７号線大和町部

まちづくりを問う

若宮・大和町地域の

クラッカー︑アルファ米︑お

ボランティア団体も支援でき

かゆ等の食料を備蓄している︒ ④飼い主のいない猫について︑ することはできないが︑独自
クラッカーが多い理由は︑発

できるよう検討している︒

長 ①東京都獣医師会

るよう︑制度を改善しては︒
区

ーズを捉えた地域子ども施設

童館等︑子どもと保護者のニ

災直後の混乱の中でも簡単に
栄養補給ができるためである︒

教育関係施策を問う

①児童館について︑区は二

た場合︑単に区立保育園の廃

り方と併せ︑私立保育園を含

政運営を行うための考えは︒

表す結果と考えている︒
③
﹁財
手続きに苦慮する区民が多

区

長 ①分母である歳入

全体の考え方を検討している︒ 引き続き区立幼稚園型認定こ

転三転する説明を繰り返し︑

止だけでなく︑民間を含めた

めた区内保育施設の需要を勘

ちあき

地域を混乱させている︒口先

様々な運営形態を捉えた方向

案し︑区立保育園の適正配置

高橋

ばかりにならないよう︑根拠

性を示すべきではないか︒④

自由民主党議員団

をもった議論を議会と重ね︑

区

はどのようになっているのか︒

状況であるが︑保健所の体制

保健所の応援体制を問う

政運営の考え方﹂に基づき︑

47

の経常一般財源等が︑特別区

い︒相談窓口の一本化や︑取

等の考え方を示したい︒

財務規律を保ちつつ必要な政

新型コロナウイルスの新規

幼児教育について︑ほとんど

り次ぎ窓口を設けてはどうか︒ 交付金や地方消費税交付金に

策を打ち出し︑中長期的な視

感染者数は︑予断を許さない

地域の意見も丁寧に聞きなが

より 億円の増加となった一

点を持って︑行財政運営を進

教育長 ②第二図書室や児

方︑分子である歳出の経常経

めていく考えである︒

私立幼稚園に委ねているよう

区民の利便性を考えた運用の

費充当一般財源等が︑人件費

ら進めて欲しいが︑今後の方

当該校の児童にとって有効に

検討をしたい︒

長 庁内連携を行い︑
教育委員会として出来る限り

活用していく︒④幼児教育の

区

と評価しているのにも関わら

サポートし︑小学校での動物

童の活動スペースとするなど︑

ず︑地域開放型学校図書館の

地域防災計画について問う

や公債費等により２億円の減
長 ①子育て広場や児

少となったためであると捉え

区

め︑実践を積み重ねて︑ 歳

に感じるが︑区の考えは︒⑤

70

介在教育を推進してはどうか︒ モデル的︑先進的な内容も含

向性は︒②一定の成果がある

80

23

72

開設は進んでいない︒どのよ
うに活用していくのか︒③保
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第２７３号

プラスチックの資源循環を
促進する取り組みを構築せよ
石坂

わたる

障がい者や高齢者を
置き去りにしない物価対策を
無所属

渡辺

たけし

区民目線の中野駅新北口駅前
エリア再整備事業計画を
無所属

竹村

あきひろ

多文化共生政策と安全・
安心な区民生活について問う

無所属

①多文化共生政策を進める

等に係る区独自の調査は行っ

有子

に当たり︑主権者である日本

ていないが︑国の調査により

むとう

新型コロナの第７波による

国民︑中野区民の雇用に関し

都道府県ごとの雇用状況につ

無所属

感染爆発の影響で︑介護され

て尋ねる︒中野区内の日本国

いては把握している︒②日本

品プラも再商品化の仕組みが

容器包装プラと製

作られた︒どう取り組むのか︒
区 長

長 光熱費上昇分は検

討している︒その他は事業所

区

機能・安全性を検証していく︒ がい者施設へも支援をしては︒
学習支援事業を拡充せよ
長 すぐ取り出せ︑全

し︑冊子にまとめては︒
区

外国人の﹁日本社会への適合

いうような考えは持っていな

長

ものであると考えるが見解は︒ を検討すべきではないか︒

い︒③日本文化を守るための

長 今後の感染状況︑

性﹂を担保しているか︒③生
区

条例を制定することなどは予
がら再整備を進めている︒

長 区民の理解を得な

活習慣などを含めた日本の文

定していない︒

区

国や都の動向等を把握し︑支

化を守るための施策︑条例の
自宅療養中の高齢者が利用
する介護事業者へ支援を

区と区内の三師会との
連携を強化せよ
大三郎

いて区はどのように考えてい

立石 りお

中野サンプラザ前面広場の
貸し出しを

無所属

約は︑施設ごとにルール等が

内野

中野サンプラザが閉館し︑

異なり︑オンライン予約に対

無所属

建物を解体するまでの間︑中

応していない︒一般の方々が

長 区民や企業の地域

への愛着や満足度が向上し︑

野サンプラザ前の広場を区民

区
トップで繋げる仕組みを構築

まちの定住性や事業継続性を

長

ない金融商品を組み合わせ︑

区民活動センターなどの

施設予約をオンライン化せよ

区

長

予約方法の見直し

や空き情報の可視化について︑

現在取り組んでいるところで

あり︑より多くの人が快適に

利用できるよう︑オンライン

化を含め検討していく︒

●声の区議会だより
目の不自由な方のために︑区議会だよ
りを朗読録音したＣＤ・デイジー版ＣＤ
﹁声の区議会だより﹂を発行しています︒
郵送により無料で貸し出します︒利用
をご希望の方は︑区議会事務局︵電話0
3︱３２２８︱５５８５︶まで︒
視覚障害者の方へお知らせください︒

区民活動センターの施設予

ン予約に対応してはどうか︒

権利変換期日まで︑ め︑一般受付期間のオンライ

ないかを株式会社まちづくり

閉館前と同じように使用でき

区

高めていくことを目指したい︒ 等に貸し出す考えはないのか︒ 利用しやすい環境を目指すた

してはどうか︒
長 より円滑な連携が

基金の運用について問う

金利と配当に目配りし︑ポ

長 大口定期預金中心

ートフォリオ管理すべきでは︒ 中野 と協議している︒
区

現時点における方向性はどう

運用益の確保に努めたい︒

使用しています︒

タブレット型携帯端末等を

ペーパーレス化等の推進のため︑

中野区議会では︑

なっているのか︒

ンを策定することが決定した︒ の運用に︑元本割れの恐れが

エリアマネジメントビジョ

トについての方向性を問う

中野駅周辺エリアマネジメン

図れるよう工夫していく︒

区

各団体と担当部署をワンス

制定などを含めた具体策につ

援の在り方を検討する︒

区

るのか︒

区有地を手放すことに違和

る側である高齢者が陽性とな

民の労働就労環境についてど

社会への適合性を担保すると

食材費高騰に伴い︑学校給

感を感じていたり︑７千人の

った際に︑入院できずに自宅

の程度把握しているか︒②区

風機付き空調服を採用しては︒

ホールを建設することに必要

療養となる事象が発生してい

が進める多文化共生政策は︑

プラスチック資源循環法施

性を感じていない方がいる︒

る︒リスクを冒して仕事をす

長 アクセシビリティ

の見直しをしてはどうか︒
区

に配慮したものとしていく︒

①現在︑雇用状況

現在進めている事業計画が︑

る介護事業者への支援の拡充

災害対策マニュアルの改善を

大きな賛同を得られていない

職員が見られる所に格納する︒ 区民目線︑区民感覚から見て

算数での 躓 きが顕著にな

いる︒経費は区負担となるが︑ る小学校３年生への支援策は︒

品プラの一括回収を検討して

食に支援を行う︒高齢者や障

の状況を聞き︑考えていく︒
誰もがわかるＨＰを作成せよ

長 他自治体を参考に

日本語が不自由な人に支援を

ＨＰのレイアウトや階層等

区

教育長 少人数指導や教科
日本に帰化した人も含む日

行で︑容器包装プラ以外の製

拡大生産者責任等による事業
指導充実のため任期付短時間
本語が不自由な人への対応ガ

長 今後検討したい︒

たかし
止してはどうか︒

小宮山

たった５人しかいない教育

無所属

教育に新たな風を吹き込む
教育委員を選定せよ

区

低学年からの体制強化をする︒ イドラインを作成すべきでは︒

さえ子
長 保育園事務のＩＣ

チェックリスト方式で作成

者負担を国に要望していく︒
勤務職員増員の検討を進め︑

清掃作業員の作業服を見直せ
過酷な炎天下の労働が︑安
全かつ効率よく行えるよう扇

近藤

重層的支援体制を整備せよ
無所属

区

委員の中に︑医療の専門家が

め︑施策の充実強化について

多くの事例から適切な対応
Ｔ化を進めることによる保育

２名もいるのは多すぎる︒新

長 サイトの充実を含

を学び︑ひきこもりの方が︑
の質の向上や︑介護サービス

区

少しでも早い段階で社会との

史など︑今までいなかった新
たなジャンルの専門家を加え

長 今後も区の教育委

るべきではないか︒
区

員にふさわしい適切な方を選
定し︑議会の同意を得たい︒
﹁ぐっＪＯＢなかの﹂の
運営を見直せ
大手求人サイトに無料で求

スマホやタブレットで
なかの区議会だよりが読めます

検討している︒

【問合せ】区議会事務局 （電話03  3228  5585）

しい委員には︑文化芸術や歴

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。

事業者の負担軽減に努める︒

社会福祉協議会の

「区議会だより」
は各戸配布しています

つながりを築けるような対策

区 長

を行うべきではないか︒

ほか︑地域の関係機関が連携
し︑当事者へのアプローチを
継続するとともに︑それぞれ
の人に合った多様な居場所づ
くりや社会参加支援を行う︒
サービスの質向上のため
事務の簡素化を進めよ

人広告を載せられる時代に︑
区が独自の求人サイト﹁ぐっ
ＪＯＢなかの﹂を運営し︑月
にたった 数件の求人広告を
載せるために税金をジョブジ
ョブ使うのは無駄である︒廃

（アンドロイド端末用）
（ｉＯＳ用）

21

ご利用ください

保育園や介護サービス事業
者の方から﹁書類の多さに疲
弊する﹂等の話を聞く︒事務
の簡素化を進め︑子どもや高
齢者等と向き合う時間を確保
するべきではないか︒

10

第２７３号
令和４年（２０２２年）
１１月２４日
（5）

う
問
を
算
決

決算特別委員会では、９月21日、
22日、26日、27日の４日間、22人
の委員が決算全般について質疑を
行いました。

令和
３年度

令和３年度決算

立憲民主党・無所属議員団

中村

延子

全職員にも並行して取り組む︒

答

他自治体の効果的な周知

方法を情報収集していきたい︒

地域子ども施設

児童館の一時預かりを含

今後の財政状況

公明党議員団

小林 ぜんいち

構造改革の出口戦略を想

果を出すまでに至っていない︒

問

問

問

めた一時保育は︑保育園の専

差引残額は今後どうなるか︒

行政評価︑業務改善︑事

業見直しは連携する必要があ

用室型等と合わせて更に拡充

答

問

ると考えるが︑区の見解は︒

すべきと考える︒専用室型の

の進捗状況に応じて行うもの

更新は︑個別プログラム

中野区基本計画

答

討すべきではないか︒

定した上で︑更新の方法を検

予算編成時に財政非常事

行政評価の結果や構造改

時の財政フレームでは新庁舎

で︑令和５年度の取り組みに

基金と将来負担額︑その

態と示された際︑決算を見て
答

配置も考慮した在り方につい

繋げていきたい︒

問

から判断するべきと述べてき

革の視点を踏まえ︑事業の改

整備等での活用が想定され︑

区債の︑令和４年度から

答

基本計画後期の具体的な

ラムの更新だけで進めるのか︒

基本計画の詳細を実行す

問

億円︑５年度

５年間の毎年の償還額はどの

今年度は

る上で︑構造改革実行プログ

答

くらいになるのか︒

問

て減となる見込みである︒

令和４年度当初予算編成

た︒令和４年第２回定例会で

翌年度︑翌々年度に全体とし

利用者の利便性に応じた

て検討すべきではないか︒

配置としていきたい︒

答

善・見直しに取り組みたい︒
子どもの新型コロナ対策

は︑財政非常事態ではないと
されたが︑改めて区の見解は︒
新型コロナの影響は不透

問

答

明な部分が多く︑先が見通せ

タで︑オミクロン株流行期の

国立感染症研究所のデー

なかったため︑危機意識を持

歳未満の明らかに新型コロ
ナ感染による死亡は

例ある︒

ち予算編成を進める観点から
非常事態とした︒今後は今回

億円︑

取り組みとの整合を図りなが

は 億円︑６年度は

７年度は２０４億円︑８年度

のことを踏まえ︑対応したい︒ 死亡に至らずとも重い後遺症
を抱える子どもが多い状況で
新庁舎整備とＤＸ推進に

ら︑構造改革実行プログラム

問

は 億円︒総額は３２５億円

問

小児ワクチン未接種者に

答

具体的な効果はあったの

現時点では検討や取り組

か︒

問

構造改革実行プログラム

の見込みである︒

51

みの途上にあり︑具体的な効

基本計画の見直しに︑構

基本計画後期へのプログ

考えを整理していきたい︒

ラムの組み込みについては︑

答

込んではどうか︒

造改革実行プログラムを組み

問

の在り方も検討していく︒

も︑重症化しないと言えるか︒
子どもは重症化しないと

向けた人材育成は重要だ︒管

今年度は管理職の意識や

員の底上げにも取り組んでは︒ は言えないとの認識である︒
答

思考の改革に焦点を当てたが︑ も勧奨はがきを送るべきでは︒

自由民主党議員団

加藤 たくま

国立社会保障・人口問題
問

jimintou.nakanokugikai@mbn.nifty.com

深刻な影響を及ぼす︒現行の

自由民主党議員団

研究所による全国調査を見る

rikkennakano@gmail.com

使用料を上回らないよう検討

立憲民主党・無所属議員団

今後の財政運営

jcp.nakanokugidan@mbn.nifty.com

と︑出生数は子育てや教育に

日本共産党議員団

するべきではないか︒

お金がかかるといった経済的

netnakano@gmail.com

ウクライナ危機により︑

答

理由が大きく影響している︒

出産における金銭的不安を取

り除くセーフティネットとし
問

する奨学金制度等の就学支援

活実態調査の結果を踏まえて︑

重要な視点の一つと認識

15

支援策を充実させたい︒

公明党議員団

問

物資の不足に円安も加わり︑

えて検討する︒

議会や区民の意見を踏ま
物価が高騰し︑日本経済の先
行きは不透明である︒この状

道路等包括管理事業の創設
算編成では︑経常的経費と投

者を中心に業務を割り振り︑

事業を行うべきではないか︒

況を打開するため︑今後の予

資的経費を明確に分けること

内容によっては入札なしで翌

答

区が独自で実施

で強靭な財政フレームを作れ

日に工事できる等︑区民・業

している︒実施予定の高校２

て︑ 区中

るのではないか︒

者・行政にメリットがある︒

年生と保護者を対象とした生

包括管理受託者は地元業

一般財源充当事業費の中

道路等で実施するべきでは︒

答

での経常的経費や投資的経費

内業者の意向等の課題等もあ

る自主的な判断の必要性や区

ている︒一方で︑受注者によ

メリットがあると認識し
答

値上げは区民スポーツに

区立総合体育館の使用料
問

区議会各会派の
Eメールアドレス

区独自の奨学金制度

答

38

14

理職の意識改革と同時に全職

り︑今後研究していきたい︒

18

29

20

の取り扱いは今後検討する︒

23

・中野区各会計歳入歳出決算説明書において、不用額
の記載の中に、契約落差と執行残が混在し、取り扱
いが不透明となっているため、記載を明確に分けら
れたい。
・新区役所整備費中、庁内配布用液晶モニターの購入
については、執行管理及び効果測定が行われていな
い。今一度事業の目的を明らかにし、効果の検証と
ともに、議会へ報告されたい。
・新区役所整備費中、新庁舎オフィス環境整備等業務
委託については、令和５年度から令和６年度にかけ
て多額の支出が見込まれるが、財政課との調整が行
われておらず、今後の資金運用や財政運営が危惧さ
れる。早急に調整の上、議会へ報告されたい。
３密を避けた決算特別委員会の様子

決算特別委員会
総括質疑

（6）
令和４年（２０２２年）
１１月２４日
第２７３号

一般会計歳入歳出決算に対する
付帯意見

第２７３号
令和４年（２０２２年）
１１月２４日
（7）

保育士の確保

日本共産党議員団

長沢

和彦

の働きやすい環境整備に努め
ていきたい︒

答

他自治体の情報収集や︑

様々な影響を精査しながら研
究を続けていきたいと考えて
いる︒
避難所と在宅避難

自由民主党議員団

松が丘にある整地碑は︑

保存の在り方を研究する︒

高橋 かずちか
答
問

中野駅周辺まちづくり

日本共産党議員団

いさ

哲郎

準備組合に対し︑より多

はどうすべきと考えるか︒

答

宅のオーナーに︑住宅確保要

配慮者受け入れの際︑４万円

中野区でこの事業を実施

を上限に補助する制度である︒

問

していない理由は︒

認可まで３年半程度だった︒

計画決定から権利変換計画の

囲町西地区において都市

答

補助制度を実施すべきでは︒

得者対策ともなる家賃低廉化

クの低減となり︑同時に低所

大家にとっては滞納リス

政策効果が明らかでない

答

問

くの方々の理解が得られるよ

保育士の確保に苦慮して

ているが︑どのような認識か︒
答

今どのような状況にあるのか︒

中野四丁目新北口西エリ

在宅避難の在り方や︑在

ため︑まずはセーフティネッ

問

うに検討の進め方を確認する

新型コロナ緊急対策

アにおいては︑この先も地権

ト専用住宅の普及促進を行い

私立保育園では︑保育士
答

とともに︑まちづくりの考え

登録促進を図っていく︒

問

宅避難者と避難所の関係につ

産事業者の所有となっている︒ 者との裁判を抱えたまま計画

方︑必要性について説明をし

問

国交省が直近の資料で示して

は様々であり︑その抱える問

競売によって︑区外不動

令和３年度において︑新

が進むとは思えない︒地権者

ていきたいと考える︒

問

いて︑どう考えていくのか︒

整地碑は江古田地域を発

の信頼を取り戻すために︑区

学校給食費の無償化
型コロナウイルス感染症拡大

展させた先人たちの思いの結

の確保に苦慮していると聞い
区立小学校の低・中・高
答

晶である︒現在の状況で︑区

問

名簿で︑必要な方に物資を配

いる平均５年と比して短く︑

問

防止に係る緊急対策として支

給できる仕組みがある︒在宅

答

中学生英語検定補助事業

題は家賃支援だけでは解決せ

避難所には︑在宅避難者

学年︑中学校の１食当たりの
出した総額はいくらか︒

地保存や︑近隣地への移設等

問

丁寧な説明の時間が削られた

問

港 区 で は︑﹁ 居 住 可 能 で

答

区が土地を購入しての現

学校教育の充実

が守っていく方策はあるのか︒ 行いながら︑検討する︒

あれば在宅避難が原則﹂と強

の方策が考えられる︒歴史的

の対象は︑現在中学３年生の

避難の更なる周知を図る︒

く訴えている︒都市構造の差

価値の調査や︑近隣住民への

住宅確保要配慮者の状況

もあるが︑区は在宅避難の推

学年の拡大を検討する︒

でもその機会を持つべきでは︒ り組みが求められている︒家

答

区内文化芸術団体に聞き

検討を進めており︑現在

討するということでよいか︒

団体等も対象とする施策を検

を踏まえて︑民間施設や民間

とだが︑その聞き取った内容

取り調査を行っているとのこ

問

文化芸術に係る事業の支援

要があると考える︒

その正確な効果を見極める必

賃低廉化補助制度については︑

答

準備組合に対して︑関係

答

に向けて︑引き続き丁寧に説

は各校で確保していると聞く︒ 権利者の合意形成と生活再建

配置について検討しては︒

身体活動に専門的知見を
持つ東京都理学療法士会と包

課題として認識しており︑ 明︑対応するよう求めていく︒
答

問

配置の仕方を検討している︒

住宅施策

袋保育園で受け入れを開始し︑

専用住宅の登録数は︒

直近のセーフティネット

それぞれ定員１名が確保され

答

住宅確保要配慮者が居住

現時点で入園申請がない︒ している割合は︒

問

６０３戸である︒

令和４年９月 日現在︑

ている︒令和３年度から開設

された本町保育園の定員１名

答

が算出できるようになるのか︒ が︑確保できていない理由は︒

歳の︑医療費上乗せ負担分

南 かつひこ

関連部署と意見交換等を

括的な協定を結ぶべきでは︒

問

小学校の外国語指導助手

ず︑居住支援には総合的な取

史跡を含めた地域文化財

問

のではないかと思う︒今から

答

問

答

公明党議員団

の保存戦略をどう考えるか︒

新型コロナワクチン接種

所得確認とひもづく医療

把握していない︒

答

答

家賃低廉化補助制度とは︒ でいきたいと考えている︒

歳代以下の３回目ワク

チン接種率が低迷しているが︑ 費助成額の算出が可能になり︑ 少数の児童を対象にした保育

問

問

システム改修で

修し︑新たな受入れが可能な

令和２年度から白鷺・沼

医療的ケア児
問

経費の補助を研究していく︒

策定中の基本方針に盛り込ん

ニーズは変動するため︑的確

接種率向上の対策が急務では︒ 所得制限を超えた分の医療費

今後ニーズが見込まれる

セーフティネット専用住
正確に所得把握すると︑

助成額も算出できる︒
問

区の事務経費に対する補
答

都の補助金単価が変わるのか︒ 地域には︑バリアフリーに改

問

答

問

理学療法士との連携体制

奨具合をどう考えているのか︒ 聞き取りを踏まえて検討する︒ みである︒拡大する予定は︒

問

答

保護者負担額はいくらか︒

９０円である︒

１１６億２８３１万３３

いることは承知している︒ハ

中学年が２７８円︑高学年が
問

小学校低学年が２５８円︑

ローワークと共催して保育士
の就職相談会を行うなどの支
２９８円︑中学校が３３９円
緊急対策における一般財

援を行っている︒
源の支出額はいくらか︒

認可保育所における保育

である︒

問

６億９７８４万２０３７

問

円である︒

答

士の配置基準の拡充を検討す
償化が表明されたが︑こうし

他区では学校給食費の無

べきではないか︒
問

症の収束が見通せないことか

新型コロナウイルス感染

た動向をどう見ているか︒
様々な影響を精査しなが

で構築し︑周知していきたい︒

今後も研究していくとと
答

ら︑区民と区内事業者に対す

答

もに︑必要に応じ︑国や都に
ら今後研究を進める必要があ

避難の在り方について区

対しても配置基準の見直しに

との連携や登校等により学習

里親支援全般の在り方に

環境の継続性を確保している︒
問

現在︑チーム養育の体制

ついて今後の考えは︒
答

地域の文化資源の保存戦略

る必要な事業の速やかな実施
を求めてきたが︑これに関し

ると考えている︒
学校給食は教育の一環で

ついて要望していく︒
問

て区の見解は︒

保育士確保のため︑他区
あるが︑学校教材費と同様に
答

問

に見劣りしない支援を検討す
学校給食費も無償化とはなっ

たかゆき

４月に児童相談所が設置

を表明できる機会や︑在籍校

給食費の無償化を検討しては︒ たと認識している︒

基本的には必要な事業に

べきではないか︒

ついて適切に対策を講じてき

今後も区の長期的な財政

ていない︒区立小・中学校の

答

状況を見通しながら︑保育士

問

児童相談所

森

立憲民主党・無所属議員団

区長は︑子育て支援策に

子育て支援策の所得制限
問

16

に把握していく必要がある︒
ＨＰやＳＮＳ等で分かり
答

タリング機関の導入なども含

を構築しているところであり︑

相談を受けてから支援ま

係る所得制限の在り方につい

答

やすく発信し︑向上に努める︒

子育て先進区を目指して

支援の拡充策についてフォス

答

高校３年生世代までの

保育園を︑私立も含めて整備

でのスピード感や︑関係機関

人材育成
問

医療費無償化

いる上では︑所得制限なく子

助基準が異なり︑所得確認し

推進していくべきではないか︒

とのきめ細かい連携が充実し

ない場合は約半額となる︒

どもや家庭の支援を行うこと

歳から

てきたと実感している︒

替えで整備する考えである︒

ＤＸ推進・データ活用と

が望ましいと思う場面もある

とスタートできるのか︒

私立園に対しては必要な改修

に実施していきたい︒

区立保育園は今後の建て
た取り組みを強化するととも

準備を進めている︒

答

答

問

ＤＸ推進︑ＥＢＰＭ推進

答
答

や意識改革︑思考変革といっ

令和５年４月からきちん

が︑区単独で実施するのは財

シー保障は︑具体的にどのよ

に︑区民生活の実態や現場の

所の生活について話し合う会

問

政上厳しいこともある︒国や

うな形で実現されているのか︒ に向けて︑人材育成と組織体

肌感覚を養う機会を職員にも

して︑区としてもできること

議の開催︑また子どもが意見

子どもと大人が一時保護

については考えていきたい︒

子どもの権利とアドボカ

都にも財政支援について要望

制の整備をどう進めるのか︒

体験させる取り組みを継続的

め︑今後検討していく︒

18
データリテラシーの向上

16

て︑どのように考えているか︒ うに改善されたのか︒

され︑組織間の連携はどのよ

30

ひとみ

立憲民主党・無所属議員団

間

公明党議員団

甲田

ゆり子

を踏まえ︑更なる活動の活性
化につながるよう検討する︒
産後ケアの拡充

しんたろう

自由民主党議員団

市川

令和５年

インボイス制度

問

月１日から制

度が導入される予定となって

を把握しているのか︒

再開発等を行ったときに︑周

の現状は︒

いる︒制度開始日からインボ

新井地域のまちづくり

辺街区の都市計画の網掛けを

多子世帯の産後ケア支援

イスを発行するための︑登録

問

不動産会社に対する情報
答

での取りやめが約６割である︒ をしっかりと検討すべきでは︒

問

一切してこなかった︒まちづ

申請の期限が令和５年３月

住み替えシートを活用し

把握しており︑自己都合

商工会館跡地の活用につ

くりの進展を停滞させないた

日と差し迫っている︒期限ま

答

いては︑これまでの説明会な

めにも︑中野駅周辺のまちづ

であと半年しかない中︑個人

住宅確保要配慮者の

兄弟とともに利用できる

どで様々な意見が寄せられて

くりの影響が︑周りの地域に

ＮＰＯ法人が実施する事

仕組みの改善等︑利用しやす

いると聞く︒今後︑地域住民

答

業に協力し︑南部すこやか福
問

提供やインセンティブを更に

い事業となるよう検討する︒

若者の交流・活動支援の場
産業振興センター跡施設
祉センター圏域において地域
物件探しを支援してきた︒令
強化し︑住宅確保策の底上げ

との話し合いをどのように進

どのように広がっていくのか

に確実に届くようにするため︑

事業主など︑情報が必要な人

問

を中高生の交流・活動支援の
連携協議会を設置し︑実態把
和３年度の成約件数は 件だ

住まい確保支援

場として活用することを検討
握のための調査︑支援の在り

問

しているが︑供用開始の遅れ

めて行くべきか考えているか︒ 考えることが重要なのでは︒

広報をはじめとした様々な取

新井薬師前駅周辺まちづくり

ある︒

これまでのまちづくりは

り組みを推進していく必要が

入居支援の拡充や居住支

現時点では未定である︒

エリアと接するところについ

あるのではないか︒

答

を検討してはどうか︒

答

見聴取︑地域住民向けの説明

て十分な対応ができていなか

答

地域防災住民組織活動助成金

答

と生活しやすいまちであるこ

会と意見聴取を行い︑今後の

ったという反省もある︒今後

全ての事業者に必要な情報が

引き続き地元町会への意

とは同じだと思う︒連続立体

進め方を検討していきたいと

具体的にまちづくりのエリア

行き渡るよう︑区報等も活用

は十分配慮して進める必要が

答

学校の取り組みの現状は︒ となっているのか︒

交差事業という千載一遇のチ

考えている︒

を必ずしも拡大するというこ

心拠点﹂として新井一丁目も

西武新宿線横断策調査で

通学する児童の安全確保

再整備に併せ鷺宮小学校

合施設を整備する必要がある︒

問

敷地の国有地取得を進めては︒

答

踏切横断の最善策は︒

ディスレクシアの生徒・

発達性読み書き障害

取得する方向で国と協議

策及び負担軽減策として︑跨

を進めたい︒

問

問

児童への対応事例を共有し︑

跨線橋設置︑地下横断通

路整備︑踏切平面交差の３案

事例をまとめ︑教員や保

けられるようにするべきでは︒

どの学校でも合理的配慮を受

子ども達の命を守るため

の比較検討を進めている︒

答

証や資料作成目的で実施した︒

線橋︑地下通路等横断策の検

公明党議員団

﹁居心地が良く歩きたく

答

活用しやすい制度の改善

問

答

繋げたい︒

次世代育成委員の活動に

答

を図っていきたい︒

の踏切横断安全対策の考えは︒

警備会社による安全確保が必

護者に公開し︑体制の強化に

中野区に社会教育の担当

交通安全指導員の充実や
問

答

何らかの支援の検討があって

犯罪被害者支援

相談を受ける保健師を常

人員体制の強化を検討し

促すための学習会や講演会を

実施すべきではないか︒

鷺宮小学校跡地の利活用

について︑老朽化した５つの

答

解を深める方法を検討したい︒

教員研修では講演会の機

区有施設の跡地活用を含めた

会を設けてきた︒保護者の理

鷺宮区民活動センター︑

度の築 年を迎えるまでに複

鷺宮地域事務所は２０３２年

答

再整備を検討すべきでは︒

問

ながら対応策の検討をしたい︒ 囲にディスレクシアの理解を

教員を含め︑保護者や周

問

具体的な事業の方向性が

要であり︑関係部署と連携し
答

部署がないが︑検討状況は︒
他の団体への助成制度の

もよかったのではないか︒

社会教育施策

りか

あると考えている︒

まちを活性化させること

問

地域防災力向上に資する

都市計画マスタープラン

問

区内全ての若者のための
教員が兆候を見つけた場
場所の確保や周辺住民等から
問

ャンスを生かし︑最大限の知

問

して早急に広報に努めていく︒

援協議会との連携に取り組む︒

問
答

の了解︑運行の経路︑時間︑

物資の購入が可能となるよう

恵を出していただきたい︒決

とではないが︑周辺の影響に

最後に改定された翌年の

久保

含まれている︒区はこれまで

問

鷺宮・西中野小学校再編

なる﹂まちなかの形成に資す

答

丁寧な説明と助成金活用

斉藤

現時点では︑変更しない

ゆり

るように努めていく︒

答

立憲民主党・無所属議員団

実態を把握し︑防災会の意向

答

とも検討すべきではないか︒

いつ導入の判断を地域住

民に示すのか︒

問

踏まえ︑判断していきたい︒

利用対象者の範囲︑乗降

交流活動の場を︑地域偏在も
合は校内で情報共有し︑関係

便数︑経費などについて精査

柔軟に捉えるべきであり︑実

では︑中野駅周辺の﹁広域中

中野本郷小学校改築に伴

答

の２館整備を実現すべきでは︒ 機関につないでいる︒今後︑

しっかりと考慮した上で早期

ヤングケアラーの概念等を学
が必要である︒待合場所での

意を伺う︒

問

区内経済団体とも協力し︑

産業振興センター後施設
ぶ機会を設け︑学校間でも対

績に応じた助成金額とするこ

答

の活用以外にも︑活動拠点と
児童の安全対策などの課題も

若者政策も一体的に進めてい
きたい︒
問
答

地域学校協働活動
問

問

基本指針の一部訂正であ
り︑中野区国民保護計画に反

努力義務となった︒それが設

ついては配置を含め配慮をし

想定である︒今後モデル校の

映されていないことが直ちに

置された学校をコミュニテ

つつ整理をすべきではないか︒

実施結果を踏まえ︑検討する︒ の目的は何か︒

何かに違反するわけではない

ィ・スクールと呼び︑今年度

学校運営協議会の設置が

が︑今後計画を変更する際に

答

いないが問題ないのか︒

た︒これに併せて改定をして

できるだけ早期に方針を

うスクールバスの導入につい

明らかにしていきたい︒

健人

て︑どのような課題が足かせ

資料の収集整理

歴史と伝統文化に関する

生藤

自由民主党議員団

ヤングケアラー支援体制

ヤングケアラー支援
問

区画街路第４号線
ほこみち制度の申請が可

中野駅周辺の工事の際の

検討していく︒

問

答

能になるよう検討すると共に︑

から中野区も構築を進めてい

併せて修正していく︒

仮設の壁に︑歴史民俗資料館

コロナ禍の今年度予算に

類似制度の活用や区独自の取

問

にある中野駅周辺にまつわる

各中学校区で一層の連携

る︒小中連携の充実がポイン

り組みの検討はしているか︒

全国瞬時警報システム
有事サイレンの警報音を

答

おいて︑青少年地区委員会に

資料を掲示することで︑新し

問

トだが︑どう考えるのか︒

歩行者利便性増進制度も

い中野と古き良き中野が同時

答

含め︑何が可能か引き続き関

の充実を図っている︒

答

内容を参考にしながら︑様々

︵仮称︶地域学校協働本

な支援策について検討する︒

問

問

部との一体的整備が︑もう一

問

勤で配置すべきではないか︒

現在区ＨＰは音声を流す

つのポイントである︒地域コ

ている地区委員会が多いが︑

答

答

ことができないため︑音声認

ーディネーターの役割は大き

必要経費の３分の２の金額し

ていく︒

機会を捉えながら中野駅
周辺にまつわる歴史も併せて

識できる内閣官房国民保護ポ

いと考えるが︑次世代育成委

か助成がされない︒必要な改

見えた後︑対応を検討する︒
発信していきたい︒

ータルサイト等にリンクを貼

員が務めてきた学校支援ボラ

善を図るべきではないか︒

平成 年に国民の保護に関す
る基本指針の一部が変更され

公益活動助成金を活用し
るなど広く周知できる方法に

ンティアの地域コーディネー

中野区国民保護計画

ついて検討していきたい︒

ター役はどうなるのか︒

答

周知する必要があるのでは︒

問

スクールバスの導入

応事例を共有していく︒

が︑未成約者のその後の状況

31

10

なる場の整備を早急に進め︑

はどのくらい生じる見込みか︒ 方等の検討を始めたところで

10

係課と連携し︑検討していく︒ に発信できるのではないか︒
北部すこやか福祉センターの

どのぐらいの期間で完成

旧沼袋小学校跡地への移転
問

詳細なスケジュールは未

すると考えているのか︒
答

定だが︑予定年度内に開設す
るよう準備を進めていく︒

60
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無所属

区事業が多すぎて自主団

高齢者会館の運営
問

体が利用しにくい︒活動状況

詳細な状況の把握に努め︑

を調査し︑事業を見直しては︒
答

運営に生かしていく︒

介護をする上で福祉用具

福祉用具のレンタル費助成
問

が必要な方へ適切に提供され

無所属

るよう︑施設利用者へのレン

子ども医療費助成

むとう 有子

介護保険の対象外だが︑

タル費助成を検討しては︒
答

研究していく︒

無所属

区の庁有車にシートを貼

庁有車を活用した健康啓発
問

ってピンクリボン
︵乳がん︶
の

問

石坂

わたる

基準を満たす同性カップ

手続等の調整をしている︒

ルの入居を認める検討状況は︒
答

無所属

資材費︑人件費が高騰し

中野駅新北口駅前エリア
問

た分︑補助金をつける考えは︒
事業計画作成時に高騰し

問

渡辺

たけし

容積率を９００％に緩和

するに当たっての︑公共貢献

空地の確保︑公共的屋内

スペースの提案内容は︒
答

空間︑住宅の整備等である︒

無所属

電話に出ない方法が最も

特殊詐欺対策

問

効果的と思われるが見解は︒

答

現時点では積極的な情報

竹村 あきひろ

答

ＨＰに専用ページを常時

提供は考えていない︒

問

掲載すべきではないか︒

常設を検討したい︒

答

答

区職員の説明力の向上

有効な対策であると認識

啓発を図った際の車の台数は︒

若年層や教員を対象とし

児童館での一時預かり事業

問

公教育

内野

大三郎

問

平和に関する情報の中に

育児支援施策

無所属

本人の拉致問題は含まれるか︒

定していくものと考えている︒ 北朝鮮の国家的犯罪である日

問

しており︑自動通話録音機の

問

ていれば︑見込んでいく︒

約３００億円の税金︑東

中学生でも分かる説明や

た研修等の具体的事例は︒

答

接遇ができる研修をしては︒

問

貸与事業と併せて周知する︒

台に貼付している︒

京ドーム約２個分の延べ床面

答

積の見返りに︑空地等が見合

問

私立保育園での一時保育

事業者の資金計画に不足

についても同様に行っては︒

国保特定健診やがん検診

が︑児童館では８万４千円余

一人当たり経費は９千円余だ

答

問

が生じたからといって︑多額

っていると考えているのか︒

と約９倍だ︒費用対効果に課

事業計画作成時に高騰し

無所属

ていれば︑見込んでいく︒

中野駅南口のにぎわい

吉田

康一郎

弾道ミサイル事態の避難

施設に民間施設を指定しては︒

問

を実施している︒

修や初任者研修等の年次研修

げたり︑年２回の人権教育研

小中学校の授業で取り上

相手に合わせた傾聴︑表

の税金を補助金として投入す

答

小宮山 たかし
思えない︒生涯学習のネット
ワーク形成や区民公募展開催

答

現能力を常に意識することが

るのは安易ではないか︒

同性カップルの区営住宅入居

無所属

区民のための文化芸術振興

拉致問題

早期発見・治療を促す取

極めて重要である︒研修や組

答

さえ子

効果的な展開を検討する︒

近藤
１億２０００万円である︒
高校生は行動範囲が広く︑

方針や計画に基づき︑決

題がある︒再検討すべきでは︒ り組みを実施していきたい︒

織マネジメントを進める︒

答

答
問

年度内に行う予定である︒

検討を進めたい︒

問

答

グローバル人材の育成に

就労育児家庭と在宅育児

時間帯によっては︑放置

答

寄与するものとしてデジタル

問

問

なかのＺＥＲＯの指定管

など︑今後の指定管理の在り

問

ミサイル事態を想定した

部活等で平日にかかりつけ医

問

保護者負担を軽減する重

問

家庭に対し︑公平に経済的支

理者には年間の運営経費とし

研究をした上で︑効果的
答

小・中学校の給食費を無

答

各自治体の情報収集を行

償化すべきではないか︒

問

検定助成として︑飛び級

な教材の導入を考えていく︒
問

受験し︑合格した児童には一

答

区長・管理職はブルーリ

検討したい︒

ボンバッチを着用しては︒

問

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

調査研究を続けたい︒

自転車のかなりひどい状況が

に行く時間も限られる︒休日

啓発︑指導︑撤去の強化

以前はもみじ山公園の機

い︑研究を続けたい︒

国民保護計画

答

方を見直すべきではないか︒

要な支援策であるが︑一部負

答

訓練をすべきではないか︒

診療等の増加が懸念されるが︑ て約３億円と︑コロナ禍にな

民同士のネットワークにも発

等により︑対応していく︒

常態化している︒区の認識は︒ 地球儀を提案したいがどうか︒ 援をすべきではないか︒

ってからの損失補填の累計約

展するような生涯学習事業の

問

た︒当時の状態に戻せないか︒ 定の顕彰をしてはどうか︒

区民が参加しやすく︑区

担等も考え︑その部分を他の
適正利用を進めるべきでは︒

２憶６千万円を拠出している

関車の内部に入って遊べてい
交流による相互発展を促して

各学校が児童・生徒の努

出演者と観客の両方から金銭

答

支援策へ充てることも検討で
今後も適正な医療受診の

在り方について︑指定管理者

答

にもかかわらず︑区民参加コ

きるのではないかと質問して

ンサートを主催するに当たり︑ と協議し︑活動支援と幅広い

億１７７４万円である︒

周知をしたい︒

答

きた︒令和３年度助成額は︒
その他の質疑項目

答

《虚礼等廃止の主な事項》

令和５年度から高校生ま

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。

問

研究していく︒

●時候の挨拶状の送付
い
●中元、歳暮等の贈答
贈らな
●慶事、弔事について
い
求めな
の廃止事項
①祝儀、香典、
ない
け取ら
受
供花の贈与
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

答

キッズページ

いきたいと考えている︒

みんなでみてね
「わたしたちの
中野区議会」

を徴収するなど︑区民の文化

【問合せ】区議会事務局
（電話03−32285585）

◆環境問題について

https://kugikai-nakano.jp/

力を認める工夫を行っている︒

中野区議会
ホームページＵＲＬ

芸術振興に役立っているとは

中野区議会のホームページから、
本会議、決算特別委員会の様子を
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。

での医療費も無償化の予定だ

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。

が︑想定している予算額は︒

中野区議会は、虚礼等の
廃止を決議しています

54

本会議、
決算特別委員会を
インターネットで
ご覧いただけます

11

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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不確実性が高い時代に適応した運営を

区民生活に寄り添った財政運営を

特別区交付金の財源のうち︑市町村

出決算は︑歳入が当初予算時より大幅

令和３年度の中野区一般会計歳入歳

なワクチン接種やプレミアム付商品券

す︒新型コロナ感染症対策として迅速

日本共産党議員団

コロナ禍︑ウクライナ危機による世

民税法人分︵法人税等の一部︶におい

事業の実施︑児童相談所開設経費︑就

自由民主党議員団
界経済の混沌︑物資の不足︑円安によ

に増額しました︒中でも補正予算にお

学援助基準の引き上げ等は歓迎するも

たが︑令和３年度は当初予算から再調

固定資産税は十数年︑右肩上がりでし

す︒国の経済的なカンフル剤ともいえ

定外の税収となったためと考えられま

法人への補助金が課税対象となり︑想

主要歳入である特別区交付金の財源︑ 持続化給付金︑雇用調整助成金などの

出したことで実質収支額は 億円にも

歳出では令和２年度以上の不用額を

と多額の一般財源の増となりました︒

３４０億円︑特別区交付金４１０億円

ました︒そのため決算では特別区民税

額も区民一人当たり額も若干増えまし

た︒令和２年度と比べて一般財源充当

区民一人当たりの額は２０９９円でし

区独自の一般財源の支出は約７億円︑

事業︑総額約１１６億円でした︒うち

のです︒新型コロナ緊急対策事業は

億円を

ては年度当初予算から増加率が約 ％

という大きな見込み差が生じ︑前代未

いて特別区民税は近年にない

り物価が高騰する状況を勘案し︑令和
３年度決算を基に今後の財政を予見す

増額し︑特別区交付金も 億円増額し

整後にマイナス０・４％と微減しまし

る補助金の終了で︑今後は法人税等の

ると非常に厳しい将来がみえてきます︒ 聞の状況となりました︒コロナによる

た︒国土交通省発表の東京都地価公示

２・３％の増加でしたが︑令和３年度

ることが見込まれ︑今後の税収はさら

また当面は急激なインフレが発生す

予算編成時には財政削減の方針が示

において課題を残したと言えます︒

の困難さは理解できますが︑財政運営

なりました︒コロナ禍の影響で見通し

ます︒今後の財政運営に生かされるこ

策を講じることが必要であったと考え

が適宜適切な財政出動を図り︑緊急対

うに︑国と都の指示待ちではなく︑区

た︒しかし︑これまで指摘してきたよ
激減も考えられます︒

にマイナス０・５％となったことが原

に不確実性が高まるため︑いかなる経

されていましたが︑区民サービスの削

年 度 よ り ０・ ９ 〜

因です︒コロナ禍によるテレワーク等

済状況にも耐えうる中長期的な戦略の

の変動率は平成

の普及は土地の評価を下落させる可能

他には︑公契約条例の制定︑学校の

者等が罹患した場合の生活を支援する

型コロナワクチン接種をはじめ︑高齢

区最速となり多くの区民に喜ばれた新

今後も︑新たな感染症や国際情勢の

Ｗ ｉ Ｆ ｉ 環 境 の 整 備︑ 蓄 電 池 の 助 成

ども配食事業︑区民活動センター等の

効果測定がされていなかった︒また新
庁舎の備品購入や移転費用等にかかる
約 億円の資金計画が担当者間で協議
もされていなかった︒部署間の連携を
含む︑組織としての経営管理︑執行管
理が図られていないことを危惧する︒
国も都も︑コロナ過での予想にない
支出が増大しており︑区が見込む交付
金等が想定通り入ってこないことも懸
念される︒まちづくりが一定程度落ち
年間は︑より

Ｆ Ａ Ｘ ０３―３２２８―５６９３

とを望みます︒

Ｗ ⅰ Ｆ ⅰ の 充 実︑ 子 ど も の 権 利 に 関

制度の継続など︑先の見えない新型コ

変化から区民の暮らしを守っていくこ

事業など様々な施策が実施された︒補

着くまでのこれからの

ご連絡ください。

減が行われなかったことは評価できま

庁内連携を強化し︑慎重な財政運営を

令和３年度当初予算編成時は︑新型

童相談所の開設︑一時保育の選択肢多

減を見込み経常経費削減に取り組んだ︒ する条例の制定︑就学援助の拡充︑児

コロナの影響により大幅な一般財源の

様化︑子ども配食事業︑地域包括ケア

ロナとの戦いの中で機敏な対応が図ら

とが求められる︒国・都の支援を待た

正予算による区民の健康と生活を守る

慎重な財政運営が求められる︒適切な
歳入の見込みと身の丈に合った歳出︑

お気軽に区議会事務局まで

構築が必要不可欠であると考えます︒

41

郵送・電話・ＦＡＸ・Ｅメールなどで

性があります︒

生活不安を支え︑ 持続可能な区政を

公明党議員団

余りの歳入増となり︑財政の健全性を

アクションプランの策定︑産前産後ケ

れた︒また児童生徒１人１台の学習用

ず︑基礎自治体としての中野区の責務

ための事業実施や︑通常とは違う区政

購入について︑具体的な配布先の把握︑

立憲民主党・無所属議員団

示す指標はいずれも良好であった︒決

アの充実︑キャッシュレスポイント還

タブレット配布︑子ども食堂支援と子

令和３年度は︑我が会派の提案で

算の数値を待たずに財政非常事態を宣

元事業等を評価する︒

しかし結果として︑前年度比 億円

言されたが︑不安定な社会情勢におい

を行い︑区民生活を守る対応にタイム

を果たされたい︒使うべき予算︑削る

て的確な財政見通しは難しく︑その判

リーに取り組んだ１年であった︒中で

運営の中で奮闘したことを評価する︒

23

56

25

50

そして徹底した行財政改革による持続

kugikaijimu@city.tokyo-nakano.lg.jp

Ｅメール

中野区中野４―８―１

〒１６４−８５０１

50

可能な区政運営を強く求める︒

話 ０３―３２２８―５５８５

電

断は時期尚早だったと考える︒

も高齢者へのワクチン接種予約支援は︑ べき予算のバランスを見極め︑区の財

他方︑新庁舎移転に向けたペーパー
レス業務試行の液晶モニター１５０台

10

一方で︑ 回に及ぶ補正予算の編成

63

今後の参考にさせていただきますので、

26

産である﹁人﹂の暮らしが持続可能と
なる区政運営を願う︒

ご要望などありましたら、

各会派 の
見 解
60

区民に寄り添った支援を進めた酒井区
政の特徴とも言える︒

区議会だよりへのご意見、ご感想、

令和３年度決算に対する
12

（10）
令和４年（２０２２年）
１１月２４日
第２７３号

可決した
議
案

区長提出議案
●令和４年度中野区一般会
計補正予算︵第５次︶
歳入歳出にそれぞれ︑
億５９３１万３千円を追加

関係条例の整備に関する

正する法律の施行に伴う

●地方公務員法の一部を改

するものです︒

末手当に関する事項を追加

公共工事設計労務単価の

額の変更について

等請負契約に係る契約金

校統合新校校舎新築工事

●鷺宮小学校・西中野小学

を整備するものです︒

する金額は︑４５４９万１

する厨房機器で︑取得に要

学校の給食室において使用

校︑第五中学校及び第七中

校︑北原小学校︑第二中学

中野本郷小学校︑啓明小学

なる子どもの要件等を改め

まで拡大するため︑対象と

医療費の助成を高校生等

を改正する条例

助成に関する条例の一部

●中野区子どもの医療費の

です︒

繰越金を追加計上するもの

のと考えます︒

率の改善にも寄与するも

支出金︑都支出金︑繰入金︑ 会の形成につながり︑出生

子どもを産み育てやすい社

行において︑自治体規模に

中で︑本プランの実施・遂

例が全国的に極めて少ない

１ 現時点では取り組み事

地方公務員法の一部を改
する必要が生じたため︑当

改定により契約金額を増額

たり︑議決をしたものです︒

請負契約を締結するに当

う機械設備工事請負契約

●明和中学校校舎新築に伴

６００円です︒

部を改正する条例

害補償に関する条例の一

及び学校薬剤師の公務災

校の学校医︑学校歯科医

●中野区立小学校及び中学

るものです︒

に掲載︶

︵意見書・決議内容は次項

●決議︵２件︶

●意見書︵４件︶

充することを強く求めます︒ 域でも可能であることから︑

を撤廃し︑子育て支援を拡

育て支援策に係る所得制限

手当をはじめとした各種子

国会及び政府に対し︑児童

よって︑中野区議会は︑

タル分野の就労は離れた地

２ テレワークによるデジ

発信すること︒

考事例を国として積極的に

合わせた取り組みやすい参

旋︑紹介については全国規
公立学校の学校医︑学校

内閣総理大臣︑財務大臣︑

万２１００円から 億４４

議員提出議案

員の定年の引上げ等に伴い︑ 該契約金額を 億２３６２

正する法律の施行による職

３３万５１００円に変更す

契約の金額は︑８億６６８

歳入予算の内容は︑国庫

条例

です︒
るに当たり︑議決をしたも
０万円です︒

模で行えるよう︑プラット

のです︒

文部科学大臣︑厚生労働大

︵衆議院議長︑参議院議長︑ テレワーク可能な企業の斡

●中野区職員の退職手当に

可決した
意見書

関する条例の一部を改正

◆子育て支援策に係る所得

フォームを形成すること︒

歯科医及び学校薬剤師の公

臣︑
内閣府特命担当大臣︵少

●明和中学校校舎新築に伴

３

伴い︑退職手当の支給等に
公共工事設計労務単価の

額の変更について

地方公務員法の改正等に

●南台小学校校舎新築工事

子化対策︶あて︶

も︑また︑育児や介護など

する条例

◆女性デジタル人材育成を

時間的な制約があっても︑

係る規定を整備するもので

万４６００円から 億８９

子育て支援策には所得制限

たり︑議決をしたものです︒ 中︑国や東京都が実施する

請負契約を締結するに当

が設けられているものが多

が懸念されます︒そうした

て重要である︒

動支援を図る観点から極め

材の成長産業への円滑な移

立に向けて︑また︑女性人

４

きる機会を提供すること︒

践的な経験を積むことがで

けながらＯＪＴ等による実

全国どこに住んでいて

強力に推進するための支

デジタルスキルを習得して

制限を撤廃し子育て支援

少子化による生産年齢人

援を求める意見書

テレワークを活用しながら

務災害補償の基準を定める

たり︑議決をしたものです︒ 償の額を改めるものです︒

口の減少は経済成長の制約

女性デジタル人材育成に

就労ができ︑サポートを受

う電気設備工事請負契約

●野方区民活動センター及

や社会保障制度そのものの

ついては︑女性の経済的自

等請負契約に係る契約金

契約の金額は︑４億６８７

び野方区民ホール内装改

基盤を不安定にすること等

の拡充を求める意見書

改定により契約金額を増額

７万９３００円です︒

修等工事請負契約

政令の改正に伴い︑介護補

する必要が生じたため︑当

●南台小学校校舎新築に伴

請負契約を締結するに当

し︑既定予算との合計額は︑ 関係条例の整備を行うもの
１６１９億８６９０万８千
円となりました︒
歳出予算の主な内容は︑
物価高騰に伴うプレミアム
付商品券事業に係る経費２
億４２１５万３千円︑家事
育児用品の購入支援事業に

該契約金額を 億７４１３

改正後の職員の定数は︑

６５万５６００円に変更す

２万２６００円です︒

く︑支援の対象から外れて

う機械設備工事請負契約

区長の事務部局の職員を１

るに当たり︑議決をしたも

契約の金額は︑８億６５７

●令和４年度中野区一般会

です︒

う電気設備工事請負契約

校統合新校校舎新築に伴

う電気設備工事請負契約

●南台小学校校舎新築に伴

歳入歳出にそれぞれ︑

計補正予算︵第６次︶

しまう子どもが多くいる現

たり︑議決をしたものです︒ 契約の金額は︑４億７５２

請負契約を締結するに当

９３２人とし︑合計で︑現
のです︒

０万円です︒

●中野区職員の育児休業等

に係る契約金額の変更に

たり︑議決をしたものです︒ 既定予算との合計額は︑１

得要件等について︑規定を

非常勤職員の育児休業の取

５８００円から５億９９２

該契約金額を５億７７３万

する必要が生じたため︑当

する条例

関する条例の一部を改正

における建築物の制限に

●中野区弥生町三丁目地区

介護サービス事業所に対す

万３千円︑物価高騰に伴う

給に係る経費 億９７５８

価格高騰緊急支援給付金支

歳出予算の主な内容は︑

７０３億９４６６万円とな

整備するものです︒

万４８００円に変更するに

弥生町三丁目地区地区計

る補助に係る経費８５４９

技大会組織委員会の解散及

ピック・パラリンピック競

決をしたものです︒取得す

財産の取得に当たり︑議

について

限等について︑規定を整備

域︑建築物の壁面位置の制

て定めるとともに︑適用区

億７８２６万８千円を追加

整理事業補助に係る経費１

における都市再生土地区画

かるから﹂で︑ ・６％と

﹁子育てや教育にお金がか

で最も多く選択されたのは

どもを増やしたくない理由

調査報告書﹂によると︑子

子化社会に関する国際意識

内閣府の﹁令和２年度少

状です︒

に関する条例の一部を改

ついて

契約の金額は︑４億９０６

億７７５万２千円を追加し︑

正する条例

公共工事設計労務単価の

請負契約を締結するに当

地方公務員の育児休業等

●公益的法人等への中野区

当たり︑議決をしたもので

画の変更に伴い︑建築物の

万２千円︑中野二丁目地区

りました︒

職員の派遣等に関する条

す︒

敷地及び用途の制限につい

５万５０００円です︒

例の一部を改正する条例

●給食室厨房機器の買入れ

に関する法律の改正に伴い︑ 改定により契約金額を増額

公益財団法人東京オリン

び地方公務員法の改正に伴

計上するものです︒

他の選択肢に比べ圧倒的な

多さです︒我が国の将来を

担う子どもたちに予算を割

いていくことは︑未来に対

する投資です︒普遍主義の

理念に基づき︑親の所得に

かかわらず全ての子どもを

平等に扱うことは︑誰もが

人材育成の強力な推進を図

地方における女性デジタル

５

ること︒

支援体制をいち早く整備す

るよう強く求める︒

︵次頁へ続く︶

本プランの着実な遂行

るため︑次の事項を実施す

そこで︑政府においては︑ 進に向けての全国的な導入

テレワークの定着・促

行の定数より１００人増と

●鷺宮小学校・西中野小学

部を改正する条例

●中野区職員定数条例の一

係る経費１億５６６０万円︑ す︒
新型コロナウイルスワクチ
ン接種体制確保事業に係る
経費の増額分 億９８９７
万９千円を追加計上するも
のです︒
歳入予算の内容は︑国庫

（要旨）

18

支出金︑都支出金︑繰入金︑ なる２１００人とするもの
諸収入を追加計上するもの
です︒
●中野区事務手数料条例の
一部を改正する条例
長期優良住宅の普及の促
進に関する法律の改正に伴
い︑長期優良住宅維持保全

46

る財産は︑桃園第二小学校︑ するものです︒

51

計画の認定の申請等に係る
事務手数料について規定す
るものです︒
●中野区特別職報酬等審議
会条例の一部を改正する
条例
特別職報酬等審議会の審
議事項として︑区議会議員
並びに区長︑副区長︑教育

第３回
定例会

47

47

い︑職員の派遣に係る規定

8 月23日に、野方区民ホールで、西武新
宿線踏切渋滞解消促進期成同盟決起大会が
行われました。
内川和久議長が出席し、区議会代表とし
て挨拶を行いました。

84

11

46

第３回
定例会
長及び常勤の監査委員の期

西武新宿線踏切渋滞解消
促進期成同盟の決起大会

あ い さ つ

26

第２７３号
令和４年（２０２２年）
１１月２４日
（11）

得世帯の子どもほど朝食を
のであった︒さらに︑当該

キロメートルに落下したも

るが与那国島の北北西約

軍事演習海域から波照間島

のための十分な予算を確保
︵財務大臣︑経済産業大臣︑ を食べる機会が少ないとい

すること︒
う調査もある︒家庭の事情

取らない割合が高く︑野菜

デジタル大臣︑内閣府特命
までは僅か

にわたって発射しており︑
これらの高い頻度で続く一
連の挑発行動は︑国際社会

しか離れていないと見られ︑ ︵２０１７年︶９月

日以

国上空を通過する弾道ミサ

継 続 審 査
きょう あ い

︽建設委員会付託︾

議 案
に
対する討論

整備に関する陳情

に対する深刻な挑戦である︒ 第 号陳情 狭隘道路拡幅

をとることのできない子ど
国民に大きな衝撃を与える

このような中で︑平成 年

デジタル田園都市国家構想
もたちへの家庭環境による
と同時に漁業従事者が漁の

キロメートル

担 当 大 臣︵ 男 女 共 同 参 画 ︶
︑ により︑自宅で十分な食事
担当大臣あて︶
﹁栄養格差﹂をどう改善す

来︑およそ５年ぶりに我が

◆非核三原則の堅持を求め

議案の審議に当たり︑次

▼厚生委員会
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▼建設委員会
８／

報告８件を聴取

▼子ども文教委員会
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▼中野駅周辺整備・西武新

宿線沿線まちづくり調査

特別委員会
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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。
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◎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 共産：日本共産党議員団
◎議員数は、議長（内川和久（自民））を除いています。

イルを発射した︒これらは︑
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自粛を余儀なくされ︑経済
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るかという点で︑学校給食
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来

竹村

彦

報告４件を聴取

和
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▼情報政策等調査特別委員

沢

の議員が討論を行いました︒
令和４年度中野区一般

Ｍｉｃｒｏｓｏ

長

我が国の安全保障にとって
重大かつ差し迫った脅威で

会
８／

ｆｔ ３６５を視察︑報告

▼議会運営委員会

第３回定例会の

浦 野 さ と み

る意見書
している︒

会計補正予算
︵第６次︶
◆賛成討論
市川しんたろう ︵自民︶

際社会の平和と安全を脅か
すものである︒このような

３件を聴取

査特別委員会

︵審議結果 可決︶
子育て支援策に係る所

北朝鮮の行為は︑関連する
国連安保理決議及び日朝平

得制限を撤廃し子育て

▼危機管理・感染症対策調

壌宣言に違反するものであ

８／

報告９件を聴取

支援の拡充を求める意
見書

り︑断じて容認できない︒
よって︑中野区議会は︑

８／

日程などを協議

哲 郎

活動にも大きな影響を及ぼ

東京都内においては︑区

よって︑中野区議会は︑
せるおそれもあることから︑

北朝鮮に対し厳重に抗議し︑ ◆反対討論
石坂 わたる ︵無所属︶

日

男

一

杉

中華人民共和国国防部は︑ あるとともに︑地域及び国
対抗した軍事演習であり︑

都 市 の 宣 言 を 行 い︑
﹁世界
国会及び政府に対し︑学校

国際社会の緊張の高まりを

最も強い表現で非難すると

第３回定例会の

現在予定されている議会

日程は︑次のとおりです︒

月

●第４回定例会︵予定︶

月 日〜

議会日程は変更されるこ

とがあります︒詳しくは︑

中野区議会ホームページま

たは区議会事務局へ︒

大会が︑８月９日︑練馬文化センターで開催さ
れました︒

中野区からは︑議長をはじめとする議員代表

のほか︑関係職員などが参加しました︒

い さ

の果たす役割は大きい︒

ン大統領は︑ウクライナ侵
立小中学校の給食費に対し︑
のうち５自治体が無償化と
米国と台湾の結託に対する

米国下院議長の台湾訪問に

取るように命じ︑あからさ
するなど︑保護者への支援
威嚇である旨の談話を発表

中の人びとと手をつなぎ︑
給食費無償化を推進するた

招くことになると国民に大

９／５

招集日の確認や日程など

︵審議結果 可決︶
非核三原則の堅持を求

ともに︑挑発行動を中止し︑
核・弾道ミサイル開発計画

を協議

件を聴取

今後の議会日程

める意見書
◆反対討論
生藤 健人

報告

▼総務委員会
８／

▼区民委員会
報告

河川大会に参加

第 回東京河川改修促進連盟の総会及び促進

８／

件を聴取

令和４年８月〜９月

閉会中の委員会の動き

︵審議結果 可決︶

︵自民︶

を直ちに放棄するよう強く
求める︒

の
陳情 のの

審議結果
第３回定例会における陳
情の審議結果は︑次のとお
りです︒

択
号陳情 重度障害者グ

採
第

ループホーム施設の早期建
設︑及び同施設事業の早期
実施と区長︑区の担当者の
障害者宅へ早期訪問と︑相
互理解を深める定期的な懇
談会開催について
全会一致

だいすけ

２月末にロシアのプーチ
攻開始直後に戦略的核抑止
自治体が公費補助し︑そ

まに核戦力による威嚇を行
の取り組みが広がってきて
したが︑このような行動は

核をもつすべての国に核兵
め︑自治体への支援を行う

きな不安を与えている︒

北朝鮮は︑今年に入ってか

羽鳥

日 野 た か し
木 村
広 一
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高橋 かずちか
大 内 し ん ご
伊 藤
正 信
高 橋 ち あ き

部隊に﹁特別警戒﹂態勢を

っている︒
いる︒

器をすてよと訴える﹂こと
よう︑強く要望する︒

中野区は憲法擁護・非核

を宣言している︒日本は唯
︵衆議院議長︑参議院議長︑

区民の不安除去や生命・財

偶発的な軍事衝突を発生さ

一の戦争被爆国として核兵
内閣総理大臣︑総務大臣︑

産と生活環境を守る立場か

よって︑中野区議会は︑

器廃絶に向けた取り組みの
文部科学大臣あて︶

ら中華人民共和国政府に対
し︑日本近海における軍事
強く要求するとともに︑軍

また︑日本領土に最も近

らも弾道ミサイルを計 回

︱

先頭に立つべきであり︑ロ
シアの侵略行為をやめさせ
るための外交努力を強める

◆中華人民共和国による弾

事対軍事ではなく︑あくま

演習は一切実施しないよう

よって︑中野区議会は︑

道ミサイル発射に関する

でも平和的な話合い︑外交

可決した
決
議

国会及び政府に対し︑核兵
抗議決議

べきである︒

器を﹁持たず︑作らず︑持

ル発射に抗議する決議

交渉で解決するよう強く要

道ミサイル９発を発射した︒

令和４年︵２０２２年︶

去る８月４日︑中国の人

内閣総理大臣︑総務大臣︑

そのうち５発が日本の排他

月４日︑北朝鮮は︑弾道

ち込ませず﹂という非核三

外務大臣︑防衛大臣︑内閣

的経済水域︵ＥＥＺ︶内に

ミサイルを発射し︑我が国

求する︒

官房長官あて︶

落下した︒同軍の弾道ミサ

上空を通過する形で太平洋

原則を堅持するよう求める︒ 民解放軍は台湾周辺で重要

◆学校給食費の無償化を求

イルがＥＥＺ内に落下した

上に落下したとみられる︒

◆北朝鮮による弾道ミサイ

める意見書

のは初めてである︒

︵衆議院議長︑参議院議長︑ 軍事演習行動を実施し︑弾

家庭の事情により︑自宅
で十分な食事を与えられて

かったのはＥＥＺ外ではあ
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