区

区議会・その他の活動

議会

10月17日 武蔵野市子ども協会 視察

7

10月18日 みらい子育て全国ネットワーク 意見交換
「保育の質、保育者の処遇改善、無償化の課題等について」①
11月2日 立憲NEXT presents 立憲カフェ②
11月7日 中野区療育センターアポロ園、子ども発達センターたんぽぽ、
知的・発達等障がい児通所支援施設みずいろ 視察③

1

11月12日 保育の質の確保〜無償化に伴う食材料費と保育材料費の現状・課題 勉強会
12月1日 子育て環境向上委員会 区民版子ども子育て会議⑤

4

11月17日【若者×若手政治家100人】
オイシイおしゃべり会議 vol.3

12月8日 中野区総合防災訓練

11月18日 ウーマンシフト勉強会

12月8日 第四回子育て×政治 座談会

11月23日 なかの区民ネットワーク 学習・
トーク会
「乳幼児期の子育てに一番大切なものはなに？」

12月20日 杉並区児童相談所 視察

11月20日 厚生委員会

12月20日 ウーマンシフト 勉強会

11月26日 豊島区シングルマザーシェアハウス 視察④

12月22日 南台小学校整備期間変更説明会
1月6日 中野区賀詞交換会⑥
1月8日 未来ビジョンセミナー
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1月9日 会派 新年街頭演説会⑦
1月15日 多胎児支援 勉強会

1月20日 地域包括ケア特別委員会 さいたま市子ども総合センター 視察
1月22日 東京都 長期計画 説明会
2月2日 第一回区政報告会
2月4日 東京都 令和2年度予算案 説明会
2月4日 厚生委員会
2月5日 医療的ケア児勉強会
2月5日 issues勉強会「教育ICTの政策を、議員と当事者で考えよう」⑧
2月9日 Grow Happy Project なかの 実行委員会 〜地域でつながる〜
中野の子どもを中野のみんなで育てよう！フォーラム第3回
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2月13日ー3月23日 中野区議会令和2年第一回定例会

子 育て

世 代 の 声を届けます！

河合りなの考える

基本政策
SNSでも

1

安心して子育て
できる環境づくり
いつでも入れる保育所（待機児童の解消）

発信・受信中
子育て居場所作りや、
子育てについて語り合う会をする予定です。
主に SNS などで呼びかけますので
せひフォローお願いします。
また、中野区でのお困りごとやご意見
などありましたら、各種連絡先に、
お気軽にご相談ください。

保育所、幼稚園、学童クラブなど

https://kawairina.net
kawairina0831@gmail.com

@rina̲kawai̲rina Instagram kawairina0831
Facebook https://www.facebook.com/kawairina0831/
Twitter

https://line.me/ti/p/EPuqE5p8IV

河合りなを応援する「河合りなと中野の未来をつくる会」のライングループを
作りました。個人ラインにご連絡をいただければご招待いたします。情報交
換や交流など、みんなでつながっていきましょう。

Instagram

Faceb ook

LINE

最新の情報は中野区HPにて公表中！
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp

こんにちは、河合りなです。
新型コロナウイルス（COVID-19）感染症の影響で
収束も見えない中、不安な毎日かとおもいます。
不要不急の外出は避け、
この困難を共に乗り越えましょう。
また、令和2年度当初予算は、議会での審議結果、
すべて原案どおり可決されました。
当事者のみなさまの声を
届けてまいります。

区議会改革
TOPICS1 2019.10.21

TOPICS2 2020.3.6

立憲民主党・無所属議員団
令和2年度予算要望書を提出

予算特別委員会、
予算分科会で予算案を審査

酒井直人中野区長へ手渡ししました

資料をもとに税金の使い方をチェック

中野区にとって喫緊の課題である子育て、防災、

議会で、予算書などの資料を読み解き、適正に予

福祉、まちづくりなどの施作を遂行していくため

算編成がおこなわれているか審議します。

に、区の令和2年度予算の編成にあたり、各種団

現在区のHP「予算編成過程の公表」にて、議会

体、区民の皆様からのご意見を反映してまとめ、

に示された資料が公開中。「令和2年度当初予算

要望書を提出いたしました。

の概要」が読みやすくおすすめです！

河合りなプロフィール
1979年生まれ・40歳。デザ
イナー 。ひとり親 家 庭 で 育
ち、奨学金でデザイン専門学
校で学び、デザイン会社勤
務後、現中野区議会議員。夫
／長男（ 小学生）／次男（ 保
育園）／実母／猫と共に中
野区南台在住。

ボランティア
募集中！
Twit ter

小中学校の
再開状況や
融資等の
支援情報も！

3

実態調査に基づいた
実効性のある対策

子どもが楽しめる公園の整備、
屋内の遊び場づくり

中野区は第一回定例会にて急遽、
補正予算を組み、対策を打ち出しました。

これからも、暮らしを支えるために、

区民に開かれた
子ども、高齢者、障がい者など、
区議会の実現
マイノリティに配慮した防災、 （託児室設置、区議会の録音・録画中継、
傍聴者への資料配付など）
安心な中野を

すべての子ども施設における
保育の質の確保、職員の待遇改善

最新の詳細な政策は
WEBサイトにてご確認いただけます。

LINE

2
高齢者など多様性を
尊重する街づくり

新型コロナウイルス感染症

引続き、幅広い対応を求めてまいります。

1月28日 幼児教育無償化 座談会

3

河合りな
SPECIAL TOPICS

12月24日 ウーマンシフト 勉強会

2

11月30日 中野区消防団 英会話＆手話練習会

2

2020.05

令和2年度（2020年度）予算案が
可決されました

12月11日 中野区シングルマザーシェアハウス 視察

11月26日ー12月10日 中野区議会令和元年第四回定例会

vol.

中野区議会議員

5

10月31日 中野区療育センターゆめなりあ 視察

11月16日 中野区エコフェア 視察

REPORT

河合りなと中野区（活動実績）
●2011年の結婚を機に中野区
へ。街に出やすく商店街も楽し
い中野区が好きになる●長男の
育休中、地域サークル「南台マ
マ」を立ち上げ、親同士の交流の
場を作る●「なかの育マップ作
成委員会」にデザインボランティ
アで参加●前区長の児童館廃止

・お話会の主催や一時保育協力
・ご友人に紹介いただける方
・ビラ配り、ポスター貼り
・中野での子育てを一緒に考えてくださる方

方針を知り、2018年区長選で酒
井区長にデザイナー協力●区政
への関心を深め、区民と区政を
つなぐWebサイト「みんなの中
野」立ち上げに参加。●4月21日
統一地方選挙において、3428票
をお預かりして、初当選。
中野区の子育て、

WEB
アンケート
実施中！

少しでもお手伝いいただけることがありましたらぜひご連絡ください。

発行／立憲民主党・無所属議員団 〒164-8501 中野区中野 4-8-1 tel:03-3228-8876 fax:03-3389-8718
編集／河合りな事務所 〒164-0014 中野区南台 3-44-3-203 mail:kawairina0831@gmail.com

リアルな声を紹介。
Webアンケートを
集めています
河合りな アンケート

検索

予算要望書とは／政策実現に向け、次年
度の予算編成に組み入れたい要望を市区町
村へ、議会各会派や団体から提出するもの

予算特別委員会とは／議員全員参加、予算書など資
予算分科とは／
料をもとに、予算審査をおこなう
委員会所管箇所だけ、再度各委員会でさらに審査する

新型コロナウイルス感染症による、
活動自粛・休校・休園・休業などの影響により

一般質問とは

TOPICS3 2020.2.18

令和2年第一回定例会にて
一般質問をおこないました！

DVや児童虐待の増加が
懸念されています

議員が区政の一般事務に対して、執行状況、将来方針、政
策的提言、行政課題などを区長などに直接質問し、公式見
解を引き出すことができる重要な機会です。区民にとって
必要不可欠な政策や制度を整備するためにあります。

以下、質問の一部を掲載いたします。

1.命を守るための
子育て支援について

2.命を守る観点からの
広報の重要性について

1

1

虐待にいたる前の
取り組みについて

広報の充実について
情報は命を救える。年末に他区で新生児を放置し死

3.南台地域
まちづくりについて

昨年12月、新校舎整備期間が、既存の擁壁を解体

人の手に届かなくては意味がない。問題が深刻

あった中、情報を届ける大切さを再認識。大きな意

し、新たに整備が必要という理由で、当初予定2年

化する前に、誰もが気軽に手助けを得られる環

味でデザインとは「目的を達成するために、問題を

から最長4年間になることが突然示された。整備期

境が必要。発生予防の観点で支援拡充を。

解決する手段」、広報はデザインの中の一つ。

間中の児童、本来新校舎で卒業できるはずだっ

それぞれの子育て環境の選択を尊重し、整えて

経験値の高い専門家の広報アドバイザー登用は

た児童、地域へ、最大限の配慮を。

いくのが行政の責務。在宅育児家庭の支援とし

有効手段。HPを利用者目線で改修を。

て、現在区が地域向けに行なっている保育園園

ICT教育やギガスクール構想など、情報技術を

庭開放を登録制へ、育児パートナーとなる「マ

手段として活用する世代となっていく子ども達

イ保育園」事業など、活動支援や孤立を防ぐ取

のために、目立つ位置に子どもむけ相談窓口を

り組みを進めるべき。

明記した、親子・子どもページの作成を。

園・児童館など事業を実施しているが、在宅
乳幼児親子の孤立を防ぐ取り組みや、より効
果的な周知方法を検討。

2
3
4

ひとり親家庭への
支援の拡充について
障がいを持った方との
共生社会実現にむけた
取り組みについて
保育の質の
充実について

河合りなの一般質問全文は
WEBサイトまたは
区議会議事録にて
ご確認ください

者視点で防災や子育てに関するページを見直
し、トップページも改善したい。親子向けに
わかりやすいページの作成も取り組みたい。

進める。通学安全指導員の増員、安全対策
も進める。整備期間中でも地域連携に必要
なサポートをする。

2
旧新山小学校の
跡地利用について

新しいアウトリーチとしての
SNSの活用について

住民を守り、町の中心となる場所であり、跡

と対象者に合わせた有効な発信方法や使い方を。

参加ください。

＼河合りなに聞いて欲しい／
オンラインツール「ZOOM」でお話し会
オンライン区政報告会「第二回 河合りなと話そうお話
し会」、女性自治体議員共催「コロナのモヤモヤをき
こう」など開催。LINEグループなど各種連絡先で参加

＼子育て中の方、子ども※からの相談も受け付け中／
中野区子育て支援相談

舎使用期間も延長。学校は地域で親しまれ、
地活用は町全体に大きく影響。区の方針を示
しながらも、早い段階で町の強みを知る一般
住民の計画参加が、地域の最大利益に。声を
ひろく集めるワークショップを取り入れ、使
用が終わる前から跡地活用検討を。今後再編
が行われる学校にも、この考え方を。

ご近所のすこやか福祉センターまでお電話でご連

心理カウンセラー等の資格

絡、相談予約してください。

を持っている人など、専門

中部すこやか福祉センター

公式アカウントで情報発信もおこなう予

個別施設の整備にあたり、住民との合意形

定。効果的で効率的な情報発信を工夫した

成の手法として、他自治体でも様々な手法

い。LINEは業務改善の視点から各種手続き

を用いており、より幅広い主体の声を区政

の活用についても検討。

に反映できるよう検討。

の相談員です。

tel: 03-3367-7788

北部すこやか福祉センター

tel: 03-3389-4323

南部すこやか福祉センター

tel: 03-3380-5551

鷺宮すこやか福祉センター

tel: 03-3336-7111

平日9時ー23時（受付22時30分）、土・日・祝休日9時ー17時

児童相談所全国共通ダイヤル

子ども家庭支援センター
tel: 03-3228-7867
kodomosiensenta@city.tokyo-nakano.lg.jp

tel: 189（無料）

平日8時30分ー17時（土・日・祝休日、年末年始は除く）

24時間（年中無休）

他、近隣の保育園や学校や児童館、民生児童委員、また私にも気軽に相談ください。

＼身近な人からの暴力／

＼相談先がわからない／

中野区女性相談
tel: 03-3228-5556

社会福祉協議会 福祉何でも相談
tel: 03-5380-0776

平日8時30分ー17時
（土・日・祝休日、年末年始は除く）

東京ウィメンズプラザ 一般相談
tel: 03-5467-2455
平日・土・日・祝休日9時ー21時
（年末年始は除く）

現在も情報の拡散性などを考慮、今後LINE

※18才未満

子ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京
LINE相談窓口

常勤の児童心理士などが相談にのってくれます。

2
情報が届きやすいなどの利点がある。SNS特性

ンチャットです。気分転換方法やぼやきなど、気軽に

学校と協議を行いながら、校舎改修工事を

新校舎整備期間延長で、旧新山小学校の仮校

LINE公式アカウントを取得すれば、若い世代へ

友人が管理人をしている、匿名参加できるLINEオープ

募集をします。一緒にお話ししましょう。

区政情報の内容により閲覧者が異なるので、
広報アドバイザーの助言や提案を受け、利用

匿名参加可能のLINEオープンチャット
中野区子育てえんじょい＆情報交換チーム

南台小学校の
新校舎整備について

なせてしまった痛ましい事件は、制度がいくつも

孤独な子育て解消は重要課題と認識。保育

＼匿名でだれかに聞いて欲しい／

1

いくら行政が制度を用意しても、本当に必要な

中野区からの返答

諸外国では、同様の問題がすでに起きています。
こんな時こそ一人で悩まないで、声をかけあいましょう。

東京都女性相談センター
tel: 03-5261-3110
平日9時ー20時
（土・日・祝休日、年末年始は除く）

東京ウィメンズプラザ
男性のための悩み相談
tel: 03-3400-5313
月・水曜17時−20時、土曜14時ー17時
（祝休日、年末年始は除く）

平日9時ー17時
（日・祝休日・第3月曜、年末年始は除く）

よりそいホットライン

tel:
0120-279-338
スカイプやチャットでも相
談を受け付けています
https://www.since2011.net/yorisoi/
ともに24時間（年中無休）

東京都LINE相談
都内在住・在勤・在学のい
ずれかで、さまざまな悩み
を抱えている方

平日17時ー21時30分
（年中無休）

＼高齢、外国の方など／
様々な相談先にて、ご本人だけではなく、
家族・友人・同僚のご相談も受付中。
https://www.city.tokyo
-nakano.lg.jp/dept/402
000/d011484.html

新型コロナ感染症で発生した問題、納付
や融資や貸付など、中野区HPにて最新
情報を確認、ご相談ください
新型コロナウイルス感染
症への対応等について
https://www.city.toky
o-nakano.lg.jp/dept/1
02500/d028283.html

