
酒井区長とのZoom タウンミーティング
報告編

区民の声・中野 韮澤 進

2022年８月１７日（水） Zooｍにて

18：30～19：00 酒井区長より
公約をどのように実現していくか？

19：00～20：00 質疑応答 （20：00酒井区長退出）

酒井区長の発言を追記しました。
・



１．酒井区長より

区民の声・中野 韮澤 進

公約をどのように実現していくか、お話しいただきました。

・私は子育て支援の必要性を訴え、2018年に中野区長に就任しました。
その後、実行した政策が実を結び、2020年度の合計特殊出生率は増加に転じました。最下位は脱出し
たものの、まだまだ課題はたくさんあります。

区民のみなさまと話をする中で、子育て課題は地域全体の問題とつながっていることが分かりました。子
どもにやさしいまち、困った人にやさしいまちは、誰にとっても住みやすいまちです。
今後も子育て支援に重点を置きながら、安心で活力あるまちづくりを進めます。
支え支えられるお互いさまの社会へ、区民や関係者のみなさまと一緒に、ALL中野で区政運営をしてい
きます。 （公式HPより）

【酒井区長より】
子育て施策と高齢者福祉施策が公約の二本柱です。



１．酒井区長より 子どもにやさしいまち

区民の声・中野 韮澤 進

【公約項目】
●子ども・子育て家庭に対するセーフティネットの強化
●地域全体で子育てを応援するための体制整備
●学校教育の充実
●新しい機能を持った児童館整備
●学習支援事業拡
●こども食堂支援
●プレーパーク活動支援
●子ども施設の誘致

【酒井区長より】
・子ども政策担当を新設しました。
・子ども子育てに関する部局だけでなく、区政全体が子
育て家庭のことを考えて政策をつくっていくようにしてこ
うとしています。
子育てカフェで直接意見を聞いて取り組んできました。
貧困対策では日本で一番大規模な調査を実施。
勉強部屋がないという実態もわかり、図書館の夏休み
解放を実施しました。児童館の一部にも学習スペースを。
色んな方面で子育て施策を充実させていきます、
様々な施策のなかで、子育て施策の優先度を高く。

子ども食堂・プレーパークの支援も進めます。
プレパは常設をぜひつくりたい。場所はいくつか案があ
りますが、まだ未公開段階です。

子育てカフェ
ぜひご参加を！

9月17日（土）
10：30～12：00
北原児童館にて



１．酒井区長より 困った人にやさしいまち

区民の声・中野 韮澤 進

「子ども子育て会議」
で、ヤングケアラー支
援、ひきこもり支援、
若者支援についても
議論されています。ぜ
ひ注目を！

【公約項目】
●地域での見守り支えあいのネットワーク強化
●ヤングケアラー支援
●コミュニティ交通導入
●児童館での一時預かり事業の拡充
●ひきこもり支援
●医療・介護人材の確保
●ジェンダーギャップの解消
●LGBTQ支援

【酒井区長から】
・地域包括ケアアクションプランをつくりました。地域包括の連携でコ
ロナ対策もうまくいきました。
・この経験をいかしてヤングケアラー支援、ひきこもり支援、若者支援
などを進めていきたい。

・若宮地区のコミュニティ交通の実証実験を、小型バスでやります。
交通不便地域は中野区に８か所あります。最寄り駅に徒歩で１５分
以上かかる地域です。実験結果を活かして進めていきます。お年寄り
でも気軽に外出できるまちにしていきたい。

・LGBTQは条例化したい。色々な施策をLGBTQの人にも対応でき
るようにしていきたいです。大和若宮地域の

地域交通勉強会
が開催されていま
す。町会代表対象
で全６回。内容は
HPで読めます。

中野区の庁議で「ユニバーサルデザイン推進条例
や男女平等基本条例を改定し、LGBTに対する差
別解消や理解促進に実効性のある制度にできな
いのか。」という議論が以前にされてていました。



１．酒井区長より 安全で活力あるまちへ

区民の声・中野 韮澤 進

【酒井区長より】
・ゼロカーボンシティ宣言を出しました
中野区では家庭からのCO２が半分を占め
ています。そこをなんとか減らしていきたい。

・公益活動のネットワーク化を進めます。
町会自治会は高齢化しており、既存団体支援
だけでなく新しい団体への支援も行います。

・文化・芸術まちづくりを進めたい。気軽に文
化・芸術に親しめ、発信できるまちへ。

今日、皆さんの思いをいろいろ伺って、施策に
活かしていきたいと思います。

【公約項目】
●コロナからの回復。中小企業、商店街の支援の充実
●文化芸術によるまちづくり
●公益活動バックアップ
●多文化共生の推進
●防災対策の拡充
●家庭発の脱炭素社会の実現
●区民の意見を反映させた再開発と駅前エリアマネ
ジメントの推進

公益活動のネットワーク化
って、興味ありますね！
あたらしい団体も支援してく
れるようになるんだ。



２．本日の参加者の関心テーマは？

区民の声・中野 韮澤 進

・



３． では、質疑にまいります。

区民の声・中野 韮澤 進

・

予めエントリーいただいた質問を先に紹介し、酒井区長にお答えいただきます。

ご質問が多かったので、それぞれまずパワポで紹介します。
そのうえで、ご質問いただいた方より、一言補足してください。
ただし、パワポで２０枚以上あります。１枚につき酒井区長のお話し含めて３分で
運営しないと時間内に終わりません。補足説明は前置き抜きで、パワポに記載さ
れていること以外で、どうしても酒井区長にお伝えしたいことを、30秒でお願いし
ます。

予め資料を送っていただいた方もいらしゃいますので、その方にはごく短時間で
資料説明をしていただきます。



失語症友の会の方から

区民の声・中野 韮澤 進

私は中野区失語症友の会「こまどり」の会長をやっております。失語症に
ついてより多く知っていただきたいと思います。 （Nさん）
【補足説明】
カラオケで失語症や認知症での言語障害が改善するという事例があり、
施設にぜひ設置をしてほしい。

失語症とは、「話す」「読む」「聞いたことを理解する」
「書く」という、言葉を扱う機能が障害される症状を指し
ます。 人によって、物品の名前が言えなくなったり、言わ
れたことが理解できなくなったりします。

中野区議会に提出した陳情書「失語症者向け意思疎通
支援者派遣制度の早期実現について」ですが、3月25
日の本会議において全会一致で採択されました！
今後は、予算化に向けての準備になります。当会も制度
開始に向けて、区に協力してまいりたいと思います。

（こまどりのFBより）

【酒井区長より】
カラオケ設備については、
ほぼすべての高齢者会館
に設置してあります。ぜひ、
高齢者会館を活用してくだ
さい。



子育て施策全体像 出生率向上へ

区民の声・中野 韮澤 進

・区長のいう子育て先進区とは？ （Sさん）

・中野区の子育て施策の全体像を、区民にわ
かりやすく伝えてほしい。 （Kさん）

・出生率を向上させる具体的政策について お
聞きしたいです。出生率が上がらないと中野区
の未来がないと思う。（Oさん）

【酒井区長より】
子育て先進区とは、住んで子育てしてよかったと思える
まちへ＝多様な子育てニーズに一つ一つ応えていく、そ
のことに全庁で取り組んでいく。

子育て施策の全体像ですが、中野区は産前産後ケアは
日本で一番充実しています。ですが1歳すぎるとサービ
スが…ここの強化が重点です。保育施策や小中学校公
教育充実も大事です。直近での優先施策は子どもの貧
困対策です。

出生率を向上させる施策については、何が効果的なの
か、実はよくわからない状況です。わかっているのは、2
日目3人目の出産については経済的理由があることが
明白なので、ここに手を打っていきます。
他にも、これは…というものがあればぜひアイデアを。
出生率だけでなく、住んで良かったということで定着し
てもらうことが大事です、



区活に子育て世帯が気兼ねなく使える部屋を

区民の声・中野 韮澤 進

・区民活動センターに子育て世代が気
兼ねなく使える部屋を設置して、借り
やすくしてほしいです （Hさん）
子どもが騒ぐと肩身が狭い、区民活動
センターによっては塩対応です。
・予約方法もオンラインンにしてほしい。
・区民活動センターによって運営が違
うのはどうして？

＊区民活動センターの和室が使えるといいよ
ね。 そういえば、高齢者会館もあったよね。

【酒井区長より】
・子育て世代が使いやすくなるように改善します。
・オンライン予約システムは取り組みます。

・区活は運営委員会に委ねています、ある意味自治
に委ねているので、運営ルールには地域差がありま
す。ですが、稼働率は高くないです。稼働率があがる
ように、運用ルールを変更していきたいです。

【参考資料：区民活動センターへの転換に向けた運営の考え方 より】
区民活動センターは、地域住民の意思に基づく柔軟な運営・利用が
可能となるよう、地域ごとの運営委員会による運営とします。運営委員
会は、地域活動の実態などを踏まえ、条例で定める範囲内で、その地
域に適した集会室の利用ルールや区民活動センターの運営方針を策
定することができます。これにより、区民活動センターは地域の実情に
即した利便性の高い活動の場となります。
（１）運営委員会の構成
運営委員会は、地縁団体等を中心に地域で公共・公益的な活動を行
い、かつ地域で広く認知されている団体からの推薦者等で構成される
ことを想定しています。法人格の有無は問いません。



免疫アップにつながる有機給食を

区民の声・中野 韮澤 進・事前に資料をいただき当日説明いただきました。本報告では割愛します。

・

・コロナ禍の今、子どもたちの免疫
アップにつながる有機給食の有用
性をぜひ一緒に考えていただきた
いです。まず意思をもって一歩づつ
進めてほしい。 （Hさん）

・今、世界や日本各地で、学校給食を安心･安全
なオーガニック食材に転換しようとする動きがあり、
食べ残しが減ることから、子ども達の健康増進の
みならず、最終的に支出も抑えることが可能です。
地域の商店街が近隣の地域の有機農産物を仕入
れるなら、環境保全や健全な循環型の地域づくり
に貢献できます。中野区でも何らかの形で取り組
んで頂けますでしょうか？これまでにどのような取
り組みをされていますでしょうか？ （Bさん）

【酒井区長より】
・中野区の給食は、美味しいという評価はあります
が、もう一歩改善していくことを考えていきたい。
・教育長とも一度話をしました。

補足説明（Hさん）
・有機給食で子どもたちの免疫力UP
・中野区の評価も高まる、住みたい人増える。
・予算など課題はあるが、できるとことから。
・中野区の給食献立作成方針・食材選定基
準はいい。これをもう一歩進めてほしい。
・映画上映会も開催する



自主保育への団体助成・保育料補助は？

区民の声・中野 韮澤 進

我が家の息子が世田谷区の自主保育に通っています。お母
さんたちが子供を預けあって保育する幼稚園とも保育園とも
違う保育の仕方を選択しました。子どものかわいい今だけの
時期を人に任せるのではなく自分たちで保育して近くで成
長を見守りたいからです。47年続いている「自主ようちえん
ひろば」という歴史のある自主保育です。
月額4000円ほど保育料がかかり、それを中野区に補助し
ていただきたいと申請したのですが、断られました。幼稚園
に行く子には毎月37700円もの補助金が出ています。その
9分の1の保育料でも補助していただけないとのこと。不公
平さを感じています。世田谷区や川崎市では自主保育団体
に補助金が出ています。また全国的に園舎をもたない森の
ようちえんなども無償化の対象になってきています。多様性
のある教育や保育を選択する保護者や子どもたちのこと、酒
井区長なら理解してくださるのではと期待しております。前
向きにご検討いただけますとありがたいです。

自主ようちえん ひろば
中野区民 Hさん
中野区民 Yさん

自主保育中の家庭への補助金交付していただくことはでき
るか聞きたいです。 （Sさん）
自主保育の子どもにも補助金を出していただきたいです！
（Yさん）

多様なカルチャーを包括する街、中野区。その街に自主保育という
耳慣れない保育を選択しているお母さんがいます。 この「自主保
育」という形態の保育、一般的ではありませんが、歴史も実績もある
のです。 都心に残る自然の中で、子どもたちは自主性を育み、考え
実践する楽しさを知り、コミュニケーションを体いっぱいに学びます。
どのような場所で活動し、母である保育者がどのように実践してい
るのか、広い視点で一般的な保育と何が異なり、長所短所はなにな
のか。 ぜひとも「自主保育の視察」を お願いできましたらと
思うのですが、かないますでしょうか。 (世田谷区立羽根木
公園を拠点に活動する自主保育団体「自主ようちえんひろ
ば」には40年を超える歴史があります) （Iさん）

【酒井区長より】
まずは実態を把握させてください。中野区の自主保育団体
については公益活動として助成する方法はあるのではない
かと思います。保育課とは別の所管で。



親子農園を

区民の声・中野 韮澤 進

中野区では区民が利用できる農園が、高齢
者農園の3ヶ所しかなく、唯一あった白鷺3
丁目の親子農園もなくなってしまい大変残
念です。

ただでさえ、中野区には緑地や土が少なく、
小学校の校庭も人工芝になり、子供達が土
や植物に触れる体験ができない環境になり
つつあります。中野に菜園が増えれば、子
供達の体験学習の場にもなり、土に触れこ
とで免疫力のある体を育み、さらに、わずか
でも生態系を豊かにすることができます。例
えば、空き家、空き地になっている場所や、
小学校跡地の一部など、活用方法はいくら
でもあると思います。新宿区や練馬区、世田
谷区の良例を参考にしていただき、中野に
も親子で利用できる区民農園を作っていた
だきたいです。 （Jさん）

・

【酒井区長より・次頁の質問も含めて】

・親子農園は区民からの土地提供で運営していたものです。
白鷺の土地は相続で継続利用できなくなってしまいました。
土地を買って親子農園に…とはできないので、ぜひ土地提
供していただける人を探していただけると助かります。
・西武線地下化でできる上の土地をそういう農園にできな
いか？と個人的には考えています。

・生ごみコンポストはぜひろめたいです。

・小中学校の跡地をどう活用するかは大事なテーマです。



人工芝校庭の問題点、学校跡地を自然と触れあえる場に

区民の声・中野 韮澤 進

小学校の統合にともなって、軒並み校庭が人工
芝になっていますが、早くもその弊害が出てきて
いることを区長は知っていますでしょうか？
まず、人工芝は土や天然芝に比べ、地表温度が
かなり高いため、夏は暑すぎて外で遊べなくな
りました。５月や９月の運動会もかなり暑いです。
そして、校庭に生き物がいなくなりました。中休
みには、先生方は生徒たちにみんな外に行くよ
うに声をかけるそうですが、これまで外に出れば、
あちこちに見かけられた小さな虫もいない、芝
生の中の四葉のクローバー探しもできない。狭
い校庭ではサッカー禁止、遊具は順番待ち。遊
具や道具がなくても自然と友達になれる子供た
ちにとって、これほどつまらない校庭はなく、外
に出たがらない子供も増えたといいます。
多くの時間を過ごす学校がこのような環境に
なっている中で、近所にも自然が少なくなって
いっています。
せめて、小学校、中学校跡地、これをコンクリー
トで固めることなく、区民が自然と触れ合える場
所にしていただくことはできないでしょうか。
（つづく）

・

これは、今の子供たちのためだけでなく、数十年先の中野の環境
を考えた時、とても重要なことだと思います。
SDG'sを推進していく中野区であれば、これ以上、緑地や土のあ
る場所を減らすべきではないです。
私は自宅で生ごみコンポストをやっていますが、堆肥ができても、
ベランダのプランターで使う分の堆肥はごくわずかで、余った堆肥
は、わざわざ区外の農園等使っていただける畑に引き取っていた
だいています。
もし、近所で堆肥を喜んで使っていただける場所ができれば、余剰
堆肥問題を解決することができ、生ごみの削減のためにコンポスト
を始める人も増え、良い循環を生み出していけると考えます。
新宿区の「そらとだいちの図書館」はとても参考になる良い例だと
思います。
野外で区民が世代を超えて憩える場となり、身近で体験学習がで
き、また、そこにいるだけで癒される場が中野にもできれば、地域
全体の活性化に繋がるのではないでしょうか。
ぜひ、ご検討をお願いします。 （つづく Jさん）

酒井区長の発言は前頁にあります。



プレーパーク

区民の声・中野 韮澤 進

・中野区はプレーパークの実現をどのような方向性で考え
ているのか、具体的に伺いたいです。
また、その際の運営、場所、日数、人員、連携機関など実現
に向けた動きや決まっていることがあれば教えて下さい。
・中野区はプレーパークをどのような立ち位置（位置づけ）
として考えていますか？・実現のための具体的な方法は？
・区立公園を利用の場合、使用ルールの変更などを検討し
て頂けるでしょうか？・居場所としてお考えの場合、ケアワー
カーや学校連携はとれるのでしょうか？ （Mさん）
・プレーリーダーの養成や雇用をどのように考えていくのか
・プレーパーク常設に向けての具体的な構想や思いがあれ
ばお聞かせください。 （Kさん）
・常設プレーパークの詳細について、現行プレパの活動支
援について（お聞きしたいです）。 （Oさん）
中野区南部に常設のプレーパークを作って頂きたいのです
が、場所として、現在南中野プレーパークを開催している、本
五ふれあい公園、または、前新山小学校跡地などが良いの
では？と思うのですが、区長はどうお考えですか？また、プ
レーパークでは、水遊び・泥遊び・火遊びなど現在の公園規
定では出来ないものも多く、そのあたりはどのように考えて
いらっしゃいますか？今後、具体的にどう進めて行こうとな
さっているのか、時期など含めてお聞きしたいです。（Mさん）

・

【関連意見】
公園の規定が大人目線が多い。子ども目線のルールで
はない。見直してほしい。

【酒井区長より】
子どもが元気に遊ぶと苦情がきたりします。公園課には
苦情が40件/日も来るのです。それで「禁止ルール」が
増える。どこかで、この負の連鎖を断ち切らないといけな
いです。
公園ルールを見直すときには、子どもの目線を大事にし
ていきたいです。
そして、この問題では、ぜひ区民も支えてほしいです。

【酒井区長より】
常設で専用プレーパークがほしいと思っています。
木登りとか、普段できないことができるという価値があ
ります。子どもたちは土くらい掘って川も作りたいだろう
と思いますよね。そう考えると公園ではなく専用の場所
がいいのではないかと、場所はいま、探しています。
一方、公園の「できないルール」が多いので見直しして
いきます。



保育園の定員割れ対策 （関連質問あり）

区民の声・中野 韮澤 進

・この四月には待機児童ゼロになり、ホッ
としています。しかし、同時に定員割れが
起きていることを危惧しています。
私立保育園が安心して運営できるように
現在の現員現額制から定員定額制にな
ることを望んでいます。当面、中野区では、
認可保育園に対しても定員割れに対して
補助をしていただきたいので、そのことに
ついてのお考えを聞きたいです。

今、0歳児クラスを中心に定員割れに
なっている保育園が増えています。中野
区として何か対策は考えていますか？？ ・

【酒井区長から】
・0歳児定員割れについて、地域によって需要も
変わります。現状でも、定員割れの何割分かは
区が負担しています。それでも厳しいと聞いてい
ます。現場の声を聞いて対応していきます。

【関連質問】
幼稚園も定員割れがある、沼袋で最近幼稚園2園が
閉園。保育園が増え、延長保育できない幼稚園が閉
園になった。

【酒井区長から】
・幼稚園への助成は中野区は手厚いです。
共存共栄していきたいとおもいます。



乳幼児意見表明権、保育の質

区民の声・中野 韮澤 進

残念ながら、タウンミーティング自体には参加できないのですが、聞
きたいことのみ送らせていただきます。時間に制限もあると思います
ので、可能な範囲で聞いていただけると有難いです。保育士として働
きながら1歳と6歳(年長)の子を育てる母親です。
①前述（0歳児保育定員割れ対策）
②子どもの権利委員の中で乳幼児の意見表明権にも触れていると
思いますが、乳幼児への意見聴取方法としては具体的にどのように
意見を拾っていくかなどの考えはありますか？？
③保育の質ガイドラインの内容があまりにも国の出している保育所
保育指針の10の姿を取り入れすぎていて、子ども主体の保育とは離
れているような感じがする。せっかくできた子どもの権利条例の考え
方とは相反するようにも感じてしまう。その辺りどのように考えている
か。
④待機児童がゼロになった今、次は本気で中野区の保育の質の向
上に力を入れて欲しい。そのためには色々な視点はあるが、低すぎる
保育士の配置基準を中野区として独自に改善するような考えはある
か。

【酒井区長から】
保育の質ガイドラインについて、
子どもの権利条例との関係で
見直しも必要だと思います。



子育て施策への職員配置、民営化の検証

区民の声・中野 韮澤 進

・子育て先進区の全体像があきらかに
なっていくといい。

・子どもの権利に関する条例が制定され、
子どもの権利委員会での検討が始まり、
歓迎しています。
・子どもの権利に関する条例を基本にし
た具体的な子育て施策をすすめ、そのた
めの職員配置を明らかにしてほしい。

・子どもに関わる事業の民営化や民間委

託の検証を行い、区直営で進めてほしい。
（Kさん）

【酒井区長から】
・職員配置、充実させていきたい。職員全体数をすぐに
増やせないので、配分を変えていくというやり方で。
子どもの権利条例の実施で職員の配置は必要になりま
す。
中野区の人口あたり職員数は23区で平均レベルです。
少ないわけじゃないです。これからの人口減を考えると、
職員定数は2100人が上限だと感じています。住民票・
戸籍・税徴収分野に300人配置していますが、これを
DXで効率化して子育てへまわしたいと考えています。

区の直営については、必ず一定部分を残してノウハウ維
持をしていきます。



学校教育の充実 コミニティスクール

区民の声・中野 韮澤 進

・政策の一つ「子どもにやさしいまち」
に学校教育の充実とありますが、具体
的にどんなことを充実させていくお考え
ですか？

・来年度からコミュニティースクールが
始まることと思いますが、多様な考えが
反映されるためにも、何人かの公募枠
を設定していただくことを希望します。
もっと言えば、子どもの権利の意見表
明・参加の権利の具現化のために、子
どもの委員参加も何校かで試してみる

のはいかがでしょうか？ （Kさん）

【酒井区長から】
・学校の充実、何をするか、ICTもやりますが、現場の人数
の部分に不足があります。それで手が回り切れていない。こ
こは何とかしたいです。
・無料塾だけじゃなくて学校の中でも学習支援をなんとかし
たいので、人の手当をしてやれるように考えていきたいです。
・また体験の充実という学校予算をつけました。各学校で工
夫していってほしいです。

・コミュニティスクールへ公募枠をというのは教育委員会の
所轄なので、ここでは言えないですが、モデル校の状況をみ
て考えていくことになると思います。

子どもの意見表明は大事です。小中学校でのタウンミー
ティングも実施しました。ハイティーン会議もNPOカタリバが
サポートして政策提言の作成を取り組んでもらいます。



単身者や子どもがいない世帯へは？

区民の声・中野 韮澤 進

・政策は公共サービスの利用やニーズの
多い、子育て世代、高齢者・子ども中心
に進めていくと見受けられます。

単身者や子どもがいない世帯は税負担
はしているのですが「支えられる」を実感
することはなかなかありません。（であれ
ば、）「つながる」をどの様に実現して行

かれるのでしょうか。 （Nさん）

＊中野区では。20代・30代の人口は11万人強。
3人に１人が20～30代です。

【酒井区長から】
若者施策・20～30代へアプローチは大事だと思って
います。社会とつながる機会が少ない世代です。
そこで、テーマごとにつながれることを企画していこう
と思っています。

・若者会議は39歳まで参加できます。
・ナカノミライプロジェウトには中野区の会社の若手や
や学生が参加しています。
・中野大好きナカノさんプロジェックトには40人くらい
参加しています。
・色んなテーマが大事だと思います。



再生エネルギーの活用推進

区民の声・中野 韮澤 進

中野区では、再生可能エネルギー
活用をどのように推進されていくの
でしょうか？ （Sさん）

【酒井区長から】
再生エネルギ－活用を、中野区のなかで、とにかくで
きるところからやれないかと考えています。

・平和の森公園地下の下水道処理施設ではエネル
ギー活用をしています。ゴミ処理場は中野区にはない
のです。

・家庭の排出量が1/2と大きいです。そこで、太陽光
発電だけでなく→蓄電へという助成をしています。
家が小さくて太陽光発電に向いていないということ
もあって、蓄電池の助成をはじめたところです。



図書館

区民の声・中野 韮澤 進

・地域開放型図書館をどうしていくのか聞きたい
（Gさん）

・図書館のあり方についての検討会が9月から開
催されますが構成メンバーについてお聞きしたい。
19年の検討会の中心になった専門家のお一人は、
地域開放型学校図書館について積極的な考えの
方でこれまでも区にアドバイスをしてきた方でした。
「中央図書館を利用したことがない」というような
人が検討会メンバーになっていると専門家の影響
を受けます。立場を異にするような人選で専門家
を選んで頂きたいですが、今回はすでに決まって
いるならおなまえが知りたいです。 （Hさん）

・社会教育について、図書館の統廃合など。 （Y
さん）

【酒井区長から】
・地域開放型図書館については、教育委員会の
所管なのでここでは明言できないです。私見は
ありますが。

・東図書館ができて貸し出し数が一気に増えま
した。やはり古い蔵書ばかりでは貸し出し数は増
えないのですね。

・学校図書館の図書購入費予算も増額しました。
児童書貸し出し数は２３区でしたが、最下位を脱
出しそうです。なんとか上位ねをねらっていきた
いです。

・検討会について、私は今わからないです。



旧中野刑務所正門の活用

区民の声・中野 韮澤 進

旧中野刑務所正門の活用へ向けて、
区民の意見をどのように反映して
いただけますか？ （Sさん）
昨年区の文化財に指定された旧中
野刑務所表門の活用について、区
民の意見やアイディアをどのように
反益させていくお考えなのかをお
伺いしたいです。 （Aさん）

【酒井区長から】
平和の門活用に 区民のアイデアをいかし、中野らし
さ・したしめるような活用をするように、職員に指示を
だしています。意見を聴く場をもうけると思います。

活用しやすくするという点では、地域の人の企画展な
どできるように検討するよう職員に伝えています。



東中野桜並木 公園の遊具

区民の声・中野 韮澤 進

東中野の線路際の桜並木の今後に
ついて知りたいです。 （Oさん）

また公園課の遊具についての考え方
についても知りたいです。新しく出来
た大型遊具が木製から強化プラス
チックになり、夏は熱くて階段も登れ
ず滑り台も滑れないのに愕然として
います。 （Oさん）

すみません、ここで時間切れになりました。

【酒井区長から】
・東中野桜並木について、JRとやりとりしています。菜の
花種まきは来年から実施する予定です。
・いまの桜は樹木診断しつつ、維持していきます。
・JRと区と区民での話し合いについて、要望はしていま
すが、なかなか難しいです。



交通の利便性

区民の声・中野 韮澤 進

中野区の南北の交通の利便性の強化について （Yさん）



コロナ対策

区民の声・中野 韮澤 進

新型コロナの従来株とオミクロン株の中野区の対応の差
について （Hさん）

・



政策全般について

区民の声・中野 韮澤 進

・２期目にあたり、譲れない政策を聞かせてください。 （Yさん）

・

・区民参加の仕組みの構築。地域のニーズの反映
をいかにして！ （Eさん）

・酒井区長の政策を進める為に区民からどのよう
なサポートが有効でしょうか？ （Hさん）



杉並で岸本さんが当選

区民の声・中野 韮澤 進

杉並で岸本さんが当選しました。住民運動
の「奇跡的」ともいえる勝利でした。
これがさらに発展することを願っています
が、ご感想をお聞かせください。 （Kさん）

＊区議会の構成もけっこうエグイですし、順風満帆
ではないと思いますが、頑張って欲しいです。
杉並区民が支えて欲しいと思います。



ご参加ありがとうございました！

区民の声・中野 韮澤 進

・

本日の内容は、立憲・共産・生活者ネットの区議・元区議さんと共有し、
区議会でも活用していただきます。

これにて、酒井区長は退席されます。

予め頂いていた質問で手一杯になり、申し訳ないです。
まだ言い足りなかった方、あと30分事務局がお聞きします。

お聴きした内容は酒井区長へお伝えします。

では、どうぞっ！ ⇒次頁へ



追加でお聞きしたご意見

区民の声・中野 韮澤 進

Sさん：区民農園は防災上も有効です。

Nさん：失語症友の会で、今後どうしていきたいか具体的に話をしています。
大道芸の活用はどうか？と考えています。

Kさん：たくさんのいい意見聞きけた。パワポ共有してほしい ⇒OKです！
HPはある？ 「みんなの中野」というウェブサイトに時々投稿しています。
学生・若い人の家賃が高いので、何かできないか？
財源がネック（20～30代 11万人）ですが。
Sさん：対象の絞り方が大事です。

Eさん：自治体の存在価値が問われている
こういう話し合いをもとに、全体で共有していくことを望む。
区民参加のあり方を提言していこう。

Bさん：有機給食 9/10の上映会 案内を

・
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