
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。

Facebook LINETwitter Instagram

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

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

・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

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。

ボランティア
募集中！

WEB
アンケート
実施中！

最新の詳細な政策は
WEBサイトにてご確認いただけます。

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。

SNSでも
発信・受信中

1
安心して子育て
できる環境づくり

（待機児童の解消）

保育所、幼稚園、学童クラブなど

いつでも入れる保育所

子どもが楽しめる公園の整備、
屋内の遊び場づくり

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

河合りなの考える
基本政策

子育て世
代の声を届けます！

2
高齢者など多様性を
尊重する街づくり
子ども、高齢者、障がい者など、
マイノリティに配慮した防災、

安心な中野を

実態調査に基づいた
実効性のある対策

3
区議会改革

（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）

区民に開かれた
区議会の実現

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

みなさまの声を大切にして、中野区政に届けます！　ぜひお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

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

河合りな
中野区議会議員

子どもたちのために国の動きを後押し資料をもとに税金の使い方をチェック

決算特別委員会、
決算分科会にて認定審査

議員全員参加の特別委員会で、前年度決算書など
を読み解き、予算が適正かつ妥当に使われたか審
査、来年度以降の予算編成に活かされます。区
HP「財政状況」で資料公開中。「令和2年11月
発行中野区の財政白書（概要版）」がおすすめ！

決算特別委員会／前年度の決算数字をまとめ、9月定例会で審査　　
決算分科会／決算書の中で所管箇所だけを取だし各分科会で審査

区
議会

REPORT
2020.11vol.
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こんにちは、河合りなです。
前年度（令和元年度）決算を認定審査する
決算特別委員会が開催され、
決算認定議案や新型コロナ対策などの
補正予算もすべて原案どおり可決されました。
設新型コロナウイルス（COVID-19）感染症は
集束の兆しなく、まだまだ続きそうです。
新しい生活様式を身につけて、
困難を共に乗り越えましょう。

こんにちは、河合りなです。
前年度（令和元年度）決算を認定審査する
決算特別委員会が開催され、
決算認定議案や新型コロナ対策などの
補正予算もすべて原案どおり可決されました。
設新型コロナウイルス（COVID-19）感染症は
集束の兆しなく、まだまだ続きそうです。
新しい生活様式を身につけて、
困難を共に乗り越えましょう。

TOPICS1 2020.9.14 TOPICS2 2020.10.13

会派として意見書を提出
可決され国にあがりました

会派全員で練り上げた渾身の「子どもを性犯罪や
性暴力から守るためのすみやかな対策を求める意
見書」を提出、立憲・公明・共産・無所属の賛成
多数で可決。反対は自民・都ファ・無所属です。

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。

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

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。

河合りなプロフィール

中野区の子育て、
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

SPECIAL TOPICS

新型コロナウイルス感染症

中野区は7回に渡って補正予算を
組み、新型コロナ対策を
積極的に取り組んでいます。

支援一覧や
動画活用の
情報発信も！

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

勉強会
「コロナ禍が子どもに与える影響を考える」
               ＆ 決算審査、総括質疑のご報告

意見書とは／国や都などに要請するために、地方
議会の意思を決定・表明したもの。地方自治法第99
条の規定に基づき、意見書を提出することができる

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/nakano/figure/002/

全文は区議会HP
をご覧ください

全文は区議会HP
をご覧ください

https://kugikai-nakano.jp/honkaigi.html

区議会・その他の活動
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3月20日
3月22日
4月5日
4月16日
4月17日

4月23～27日
5月1日
5月2日
5月11日
5月19日
5月20日
5月23日
5月27日
5月31日
6月2～16日

6月6日
6月8日
6月13日
6月23日
6月27日
7月1日
7月2日
7月5日
7月9日

7月11～12日
7月21日
7月22日
7月24日
7月27日

7月28日
7月29日

世田谷公園プレーパーク 視察①
「幼児教育」座談会②
「コロナ禍の中での学校」座談会③
財政勉強会
コロナ禍での「教育を受ける権利」意見交換会④
特別定額給付金 世帯主給付 緊急プロジェクト
中野区議会令和2年臨時会
ウーマンシフト 勉強会-1（全3回）
ウーマンシフト 勉強会-2
ウーマンシフト 勉強会-3
ローカル・マニフェスト研究会 研修会-1（全3回）
立憲民主党自治体議員ネットワーク主催 教育勉強会-1（全5回）
withコロナ時代の教育を考えよう 勉強会
教育をもっと良くするためのICT機器活用 セミナー
中野区議会令和2年第二回定例会
立憲民主党自治体議員ネットワーク主催 教育勉強会-2
ZOOM版立憲カフェ
ローカル・マニフェスト研究会 研修会-2
立憲民主党自治体議員ネットワーク主催 教育勉強会-3
公共政策セミナー 未来志向の公共政策づくり～データとの向き合い方
ローカル・マニフェスト研究会 研修会-3
セーブ・ザ・チルドレンジャパン ひとり親支援 意見交換
立憲民主党自治体議員ネットワーク主催 教育勉強会-4
男女共同参画 勉強会
立憲民主党サマーセミナー
新宿中央公園 パークPFI新規拡充部分 視察
財政・決算 勉強会
保育問題協議会 総会
「地方議員は必要か？」出版記念＆
第15回答マニフェスト大賞記念シンポジウム
地域包括ケア特別委員会
広町みらい公園 視察＆勉強会
障害や発達に課題のある子どものための懇談会

8月1日
8月6日
8月13日

8月19～30日
8月20日
8月22日
8月26日
8月29日
9月4日

9月7日～10月13日
9月18日
9月20日
9月22日
10月3日
10月6日
10月11日

10月18日

2
1

3
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立憲民主党自治体議員ネットワーク主催 教育勉強会-5
ウーマンシフト 勉強会‒1（全2回）
ウーマンシフト 勉強会‒2
予算要望団体懇談会
財政・決算勉強会（補習）
自主勉強会開催（詳細は中面TOPICS4を！）⑤
ウーマンシフト 勉強会
女性自治体議員が切り開く民主主義政治 勉強会
みなみの小学校内覧会⑥
中野区議会令和2年第三回定例会・決算特別委員会
子どもの貧困と「子どもの権利条約」勉強会
中野区立総合体育館及び平和の森公園竣工記念式典⑦
財政 勉強会
練馬区子どもの森プレイパーク 視察⑧
財政 勉強会
中野区ダイバーシティDAY
「みんなの学校」校長・木村泰子先生 講演会
産前産後・ひとり親支援 情報交換会



2.子育て支援について

令和元年度決算特別委員会にて
総括質疑をおこないました！

決算特別委員会の総括質疑とは
全員出席の決算特別委員会で、区から出された
決算議案について、疑問や不明確な点を、一問
一答方式で質疑を行います。

一時保育事業について
ニーズがあるのに利用率、執行率が低い。区は
保育園型の一時保育だけを拡充してきたが、改
善されない部分には、もっと問題意識を。他自
治体では前日予約に対応できる
柔軟な体制を整えている所も。

1.令和元年度

　　　決算について

コロナ禍での財政運営について
現時点で「財政の非常事態」と財政危機を強調
するべき時ではない。起債と一定程度の基金の
取り崩しで一時的に一般財源の落ち込みをカ
バー、区民サービスを削ることなく今一番困っ
ている方へ。将来的な効率化には取り組み、区
政を停滞させることなく持続的成長につなげ、
新しい時代の変化を迎えては。

自主グループでの一時保育を一部児童館で
行っているが、今後についてさらに検討。

地域で見守る子育てについて
子ども食堂自体を対貧困施策とするのではな
く、コミュニティの中で必要な支援につなげて
いくきっかけの場に。地域の力を活かし、要支
援の方を見つける積極的な取り組みを。

　ストレスに曝されている子どもの心の理解と
支援に関する研究を行っている、宮城学院女子
大学教授 足立智昭氏に講師を依頼しました。
　災害時の子どもの心は直後にもストレスを強く
感じますが、その後の収入低下・親のメンタルや
育児機能の低下など「家族機能の低下により発生
する問題」と、地域の友人と集まれなかったり町
会のイベントがなく繋がりが薄れるなど「環境悪
化と地域力の低下により出現する問題」で、持続
的な精神負荷の状況が続きます。
　宮城県では、震災直後よりも年月が経つほど先
生に対する暴力の数字が上がっているそうです。

アウトリーチチームは活動状況や参加者の様子
把握に努め、支援へつなげている。スタッフか
らも情報が寄せられる協力関係を強化する。

4.公園について

広町みらい公園について
令和元年度開園、区で初の公園全体の指定管理
運営。管理が行き届いて綺麗、すぐに地域や子
ども達から愛される公園に。日陰が少なく、夏
の盛りに人が減った。公園事務所にお願いした
ところ、区と協議するとのこと。

意見は承知している。今後どのように日陰を
増やすか検討。

草地保護マットは子どもたちにいささか硬いと思っ
たが、これまでの公園と違った考え方と認識。
公園づくりでは、一緒に作り上げる場を積極的
に。その中で環境関連NPO団体と繋がった
り、愛着からボランティアが出たり、区と地域
との連携ができる。今後の公園リニューアルに
向けては地域、子どもたちの声を反映を。

今後も子どもたちを含めた利用者の意見や地
域の声を伺い、丁寧に進める。

今後の経年経費負担の考え方は。

日常の維持管理は指定管理者。原則130万円を
超える修繕は区。

草地の下の緑のプラスチック、他区公園で見ない。

イベント利用時に草地が痛まないよう多目的広
場に草地保護マットを設置。耐用年数は10年。

＼匿名でだれかに聞いて欲しい／ ＼子育て中の方、子ども※からの相談も受け付け中／

＼身近な人からの暴力／ ＼相談先がわからない／ ＼高齢、外国の方など／

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
友人が管理人をしている、匿名参加できる
LINEオープンチャットです。気分転換方法や
ぼやきなど、気軽に参加ください。

TOPICS3 2020.9.18

「コロナ禍が子どもに与える影響を考える」
  開催いたしました！

TOPICS4 2020.8.22

区民の生活と健康を守り抜くことを最優先に
取り組み、区民サービスへの影響を最小限に
抑えなければならない。効率的かつ効果的に
提供するためにも、業務プロセスを分析し、
不要な手続きや内部事務を省くことなど、持
続的な区政運営を目指したい。

中野区からの返答

皆様との対話を、多くの質疑に活かしています。
以下、総括質疑の一部を掲載します。

りっけん中野・こども部
区政報告&勉強会　第１回

新型コロナの影響によるDVや児童虐待の増加が懸念されています。

中野区子育て支援相談

常勤の児童心理士などが相談にのってくれま
す。ご近所のすこやか福祉センターまでお電話
でご連絡、相談予約してください。

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

中野区女性相談　 tel: 03-3228-5556
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）

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）

社会福祉協議会 福祉何でも相談
 tel: 03-5380-0776

平日9時ー17時（日・祝休日・第3月曜、年末年始は除く）

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）

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）

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

https://www.city.tokyo-nak
ano.lg.jp/dept/402000/d01
1484.html

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。

新型コロナウイルス感染症へ
の対応等について
https://www.city.tokyo-na
kano.lg.jp/dept/102500/
d028283.html

子ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京
LINE相談窓口

心理カウンセラー等の資格を
持っている人など、専門の相談
員がいます。

※18才未満

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

24時間（年中無休）

tel: 189（無料）

中部すこやか福祉センター  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
子ども家庭支援センター tel: 03-3228-7867
kodomosiensenta@city.tokyo-nakano.lg.jp

よりそいホットライン
tel: 　　0120-279-338

東京都LINE相談

1、令和元年度決算について
2、子育て支援について　
 1）一時保育事業について
 2）ひとり親支援について
 3）地域で見守る子育てについて
 4）障害児への支援について
3、子どものより良い
　　環境づくりについて
 1）幼児教育無償化について
 2）医療的ケア児について
 3）ICT推進について
4、公園について
 1）広町みらい公園について
 2）公園再整備計画について
5、広報について
6、介護について

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

も
く
じ

一人で悩まず、声をかけあいましょう。

平日8時30分ー17時
（土・日・祝休日、年末年始は除く）

アンケート結果コロナ禍で「未就学児、保育・幼児教育に
ついての現状調査」緊急アンケートを
WEB上で行いました。結果など詳細は
WEBサイトにてご確認ください。

決算特別委員会委員長

山本たかし議員

　それは、子どもたちの甘えたい気持ちを、保護
者が受け止めきれず、裏返しで先生に向かってい
る部分が大きいのではないかとのことでした。
　災害時の子どもたちの反応の特徴や声かけの
ポイント、保護者にも精神の負荷がかかってい
ること、大人のセルフケアなど、具体的なお話
も聞かせてもらいました。実際に親としては、
うまくできないことばかりでも、子どもたちと
自分たちの心の動きを知っているだけで違うな
と感じました。
　最後に、この新型コロナでは経済的な貧困が
問題となってくると言われていますが「本当に
問題になってくるのは、この社会で脆弱になっ
てきている地域や家族がさらに分断される、関
係性の貧困である」とのことでした。

https://kawairina.net/2020/05/17/kodomo-enq/


