
中野区議会議員

は ざ ま間
ひとみ

新型コロナウイルス感染症
について 区長との懇談や要望書の

提出を行なっていきます

会派の一員として
活動しています

会派のメンバーそれぞれが集めた区民の

皆さんのお声を集約し、それを持って区

長との懇談や要望書の提出をしています。

3/30には情報公開と発信のあり方につ
いてや、休業補償のこと、学校の ICT整
備とオンライン授業について懇談しました。

左から：間ひとみ、河合りな、斉藤ゆり、中村延子、酒井
たくや、ひやま隆、森たかゆき、山本たかし、杉山司
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間ひとみです。区議会議員になってま

もなく一年が経とうとしています。子ども

たちに自信を持って渡せる中野の未来

をつくるために、新人らしさと区民目線

を大切にして活動してまいりました。

2020年は新型コロナウイルスによる

甚大なる影響が予想されます。皆様から

いただくお声をもとに区政に訴えてい

きますので、どうか遠慮なくご意見・

ご相談お寄せください。

政党には無所属である間ひとみと、立憲民

主党所属の8名の議員が一つになった会派

立憲民主党・無所属議員団を
結成しました

ごあいさつ news news

新型コロナウイルス感染症について
第一回定例会では、会派として以下の質疑を行いました

区の危機管理体制

予備費を充用しての迅速・柔軟な対応の必要性

保健所機能を維持するための保健師の全庁的な支援体制

区財政への影響
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新型コロナウイルス感染症についてご相談

中野区電話相談窓口 ☎03-3382-6532
詳細は、
中野区の
ホームページを
ご覧ください

発行：立憲民主党・無所属議員団
編集：間ひとみ事務所

5月

札幌視察
臨時会

建設委員会と、地域包括ケア
推進特別委員会への所属が決
まりました

8月

郡山視察

子育て支援施設に
ついて学びました。
子どもたちはとて
も楽しそうに遊ん
でいました

6-7月

新人研修
議会（第2回定例会）

視察や研修、勉強会を一気に
こなした 2か月でした

9月

議会（第3回定例会）

前年度の決算について審査・
審議する議会です。本会議で
は、初めての一般質問をしま
したも楽しそうに遊ん

でいました
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はざま

間ひとみ

お困りごとや
ご意見ご要望を

お聞かせてください !

これまでの活動

10月

建設委員会視察
鍋横地区まつり

中野駅北口の駅前エリア再整備事業計画の参考
にと、八戸の 2つの異なるアリーナの視察と、仙
台のリノベーションまちづくりについて学び
ました

アポロ園、ゆめなりあを始め区
内施設をまわり、児童発達支援
事業や放課後等デイサービスに
ついて学びました

11月

区内施設視察
ハイティーン会議交流会

日本で唯一の若者政策集団「新城市若者議会」で相談役と
して従事（3・4期）。2017年、鍋横商店街の雰囲気に惹かれ、
結婚を機に中野区本町へ転入。2019年から区議会議員に。

◯ 1982年、愛知県新城市生まれ。
◯ 名古屋女子大学短期大学部栄養科卒、元栄養士。
◯ 米国CT I認定プロフェッショナルコーチ（ライフコーチ）

PROFILE

公式ウェブサイト

SNS でも情報発信中！

ついて学びました

12月

議会（第4回定例会）
氷見視察
会派視察

2-3月

議会
（令和2年度第1回定例会）

令和２年度予算について審査・
審議する議会です。この定例
会より建設委員会から厚生委
員会へ所属変更いたしました

区が、子どもたちのアイデア
を元に公園をつくるための
ワークショップを視察。中野
でも是非取り入れたいです

師走らしく走り抜
けました

1月

品川区防災館・公園ワーク
ショップ・プレーパーク視察

3月-

会派として、新型コロナウイル
ス感染症対策についての議論
を行っています。区長との懇談
や要望書の提出もしていきます

LINE
@020owenz

Twitter
@HitomiHazama

facebook
@hazamahitomi

www.hazamahitomi.tokyo
間 ひとみ

子ども食堂にて
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Q.　　これまで、公園のルールを地域住民でつ
くりたい、プレーパークを設置して欲しい、

禁煙化をして欲しい、ベンチを置いて欲しい

など、公園に関する多くのご意見をいただい

ています。公園再整備計画の策定にあたっては、

より多くの区民の声を反映した、区民のため
の計画としていくべきです。

 区民とつくる公園

　　公園再整備計画の立案に当たりましては、

区民のニーズを踏まえた上で区としての考え

方を取りまとめ、区民との意見交換を行って

いく考えでございます。

A.

インクルーシブ遊具

Q.　　東京都は、スペシャルニーズ、つまり障
がいを抱える子も、そうでない子も一緒に使
える遊具「インクルーシブ遊具」の設置を決
めました。子どもたちが一緒に使えることで

遊びを通して、自然に、他者との様々な違い

や良さを知ることができるのが普通の遊具と

の違いです。区が今後設置する遊具の中にイ

ンクルーシブ遊具を取り入れていくべきでは。

　　インクルーシブ遊具を設置するには、大

規模なスペースが必要とは聞いております。

今後の遊具の設置の際、スペースが確保でき

るところについてはインクルーシブ遊具の設
置も検討してまいります。

A.

公園遊具の安全対策に係る緊急対策事業
では、投票により区民の声を取り入れる

試みが初めて行われました。少しでも多

くの方が投票に参加できるよう、私も対

象となる公園の遊具の看板の写真を撮っ

て周りオンライン上で公開。意見の聞き

方としては改善すべき点も多かったです

が、今後も区民とつくる公園づくりに

チャレンジして欲しいです！

プレーパーク事業

Q.　　多くの区民や同僚議員からプレーパーク
設置の要望が何度もありますが、いまだ実施

されていません。ドイツを中心に広がってい

るモバイルプレイという移動式プレーパーク

もあり、例えば遊具のない四季の森公園や区

活センター等室内でも実施することができま

す。中野区でも実施を検討されては。

　　区内でどのような展開ができるか検討し

てまいります。
A.

樹木のこと

Q.　　今後行う区の事業において、樹木の伐採
等に影響する場合、より丁寧な区民説明に努め、

区民の納得の上で事業を進めるべきと考えます。

　　可能な限り移植を行うなど、事業計画立

案の際に樹木の伐採等が最小限となるようこ

れまでも配慮してまいりました。樹木の伐採

等が必要な場合は、意見交換会などを通じて区

民等に十分な説明をして理解を得るよう努めて

まいります。

A.

　　また、今後策定する公園再整備計画は、

樹木のあり方も含めた計画としてはいかがか

でしょうか。

Q.

　　公園再整備計画では、施設や機能配置の

あり方などを取りまとめます。樹木を含めた

緑に対する考え方については、中野区みどり

の基本計画の中で基本方針も示しております。

A.

一般質問は本会議場で行われ、区から公式に返事をもらえるチャンス！

今回は、若者政策のこと、対話の区政のこと、公園や樹木のことについて、

区民の皆さんからいただいた声をのせて質問しました。

令和 2年度一般会計当初予算は 1,468億 2,300万円で、
前年度に比べ 53億 4,900万円(3.5%)減となりました。
その後、新型コロナウイルス感染症対策にかかる費用として
1億 4,398万円 2千円の補正予算が追加されました。

今後も新型コロナウイルスの感染症による区政への影響が出てくることが予想されます。
区民の皆様をしっかり支えられる区政運営を、求めてまいります。

新
規
事
業
の
内
容

・
・
・
・

木製おもちゃの子供施設への配置
子どもの読書環境の充実
居宅訪問型保育事業交通費補助
保育入園事務の効率化

・
・
・
・

地域子育て支援に関する調査研究
学校における働き方改革
教育情報化の推進
ユニバーサルデザインフォントの導入

P�icies f� 
y�th p�ticipati�

P�k maintenance and devel�ment

Dialogue with citizens

公園整備について

対話の区政
について

子育て先進区
における若者政策
について

令和元年
第3回定例会において、
初めての一般質問を行いました。

令和2年度第1回定例会より

区の見解は？

「見える化」の仕組み

　　対話の区政を公約に掲げられた酒井区長

が就任されてから、区民の意見を区政に生か

そうと取り組みが進められています。一方で、

聴いた意見が実際に区政に反映されているか
が見えづらいのも事実です。反映状況の「見
える化」に向けて、まず、区民の意見聴取か

ら事業の「立案、予算化、実施」までのプロ

セスを、わかりやすく区民のみなさんに示す

ことが必要では。

　　区において事業や取り組みがどのような

プロセスを経て実施しているかについては、

一般にはあまり知られていないものと認識を

しております。区の広報媒体をはじめ、さま

ざまな機会を通じて工夫して周知、説明して

いくことに努めたいと考えております。

A.

Q. 　　対話において区民の真のニーズを聴き取り
早期の課題解決に紐づけることは、区民と多

様な関わりを持つ区職員に求められる重要な

スキルです。傾聴やコーチング研修、ファシ

リテーション研修などをどのように向上に活

かしているのでしょうか。

　　ファシリテーション研修を今年度からそ

のために実施をすることにいたしました。こ

の研修では、住民の参加する会議の場を想定

して、その中でファシリテーターの役割を担

うことができるように、傾聴力や合意形成力

など必要な能力の習得を目指してまいります。

A.

職員の対話スキル

Q. 区は 23区内で数少ない同性パートナー
シップ宣誓実施自治体ですが、当事者と接す
る職員の LGBTの理解が足りず、何気ない言
葉で胸を痛めてしまうことが少なくないと聞

きました。係長クラスや新人の研修も大切で

すが、実際に区民と接する機会の多い職員向

けに研修等を行い、可能な限り深い理解の上

で接するべきでは。

　　職員がマイノリティとされる方々に対す

る正しい人権感覚を持つことが必要であると

考えておりまして、新規採用時や係長昇任時

等で性的マイノリティを含めた人権研修を実

施しております。職員一人ひとりが正しい人

権感覚を身につけるよう、OJTなどを通じて
徹底してまいります。

A.

職員向けＬＧＢＴ研修

Q.

　　若者が、学校以外の場所で、地域や社会

とのつながりを持て、まちの課題が自分事で
あると自然と認識できる仕組み作りが必要で
す。せっかく区内に大学が誘致されおよそ2万
人の大学生・専門学校生がいるというのに、

そのポテンシャルを生かしきれていないのが

現状です。このままでは長年続いてきた、中

野が誇れる地域の文化・伝統が消滅してしま

う可能性も否めません。まちづくり、防災、

保健福祉、教育など、様々な分野で若者の担

い手を増やしていく必要があると考えます。

担い手不足対策

　　地域の担い手をふやすためには、若者に

中野のまちをまず知ってもらうことや地域の

課題について関心を持ってもらうことが担い

手の育成においての第一歩であると考えてお

ります。

A.

Q.

若者政策

Q.　　愛知県新城市では、若者が活躍できるま
ちを目指し、市政や地域とのつながりを深め

る若者議会という取り組みがあり、1000万円
を上限とする予算の提案権が認められ、若者
の意見が実際に市政に反映されています。中
野区でも今後若者が地域社会に主体的に関わ

る未来を築くために、先進地の視察を検討す

るなど、情報収集の強化が必要では。

　　若者議会については、地域の課題や行政

の課題に興味を持ってもらう一つの取り組み

であると認識しております。地方からの転入

流動性の高い中野区の特性を踏まえた上で、

若者の力をどう地域に生かしていくことがで

きるか、効果的な方策について今後検討して

まいります。

A.

その後の区の取り組み


