
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 3-2-4 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

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/102000/d029341.html

各資料は区HP
をご覧ください

河合りな
中野区議会議員

酒井直人区長にお伝えました資料をもとに税金の使い方をチェック

予算特別委員会、
予算分科会で予算案を審査

議会で、予算書などの資料を読み解き、適正に予
算編成がおこなわれているか審議します。現在区
のHP「予算編成過程の公表」にて、議会 に示され
た資料が公開中。「令和3年度当初予算の概要」が
読みやすくおすすめです!

区
議会

REPORT
2021.04vol.

4

こんにちは、河合りなです。
令和3年度当初予算は、議会での審議の結果、
すべて原案どおり可決されました。
新型コロナウイルスの影響により
厳しい経済状況が見込まれる中で、感染症と
区政課題の両方に取り組む予算となります。
新型コロナウイルスワクチンの
接種の場所や相談窓口なども示されました。
皆様の生活をしっかりと支えていきます。

こんにちは、河合りなです。
令和3年度当初予算は、議会での審議の結果、
すべて原案どおり可決されました。
新型コロナウイルスの影響により
厳しい経済状況が見込まれる中で、感染症と
区政課題の両方に取り組む予算となります。
新型コロナウイルスワクチンの
接種の場所や相談窓口なども示されました。
皆様の生活をしっかりと支えていきます。

TOPICS 1 2021.02.22 TOPICS2 2020.12.14／2021.03.17

区長との緊急要望・
懇談会を開催しました

マスクと換気と距離を保ちながら、コロナワクチ
ン接種の体制や仕組みづくり、年末年始を越えら
れなくなるかもしれない生活困窮者の方の命を救
う丁寧な対応など、急ぎ検討すべき事項を要望い
たしました。また、いわゆる「生理の貧困」につ
いても、緊急要望いたしました。これを機に、若
年女性支援の取り組みも一層強化いたします。

皆さんのご支援で活動の場が広がります。
ありがとうございます！
※ご寄付をいただく際は必ずお名前と住所をご連絡ください。

銀行名：ゆうちょ銀行
支店名：０一八（ゼロイチハチ）店
口座種類：普通
口座番号：9331766
口座名：河合りなとみんなの笑顔をつくる会

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。

ご寄付のお願い

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
ワクチンの接種について

ワクチン摂取については
コールセンターにご連絡か
HPのQ＆Aをご覧ください

まずは
75歳以上に
なる方から！

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

dept/402000/d030034.html

予算特別委員会／令和3年度予算書など資料を
もとに、3月定例会で審査
予算分科会／予算書より所管箇所を取り出し、各
分科会で審査

一般質問のご報告
予算審査、

区議会・その他の活動
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10月19日
10月21日
10月26日
10月27日
10月29日
10月29日
11月4日
11月5日
11月6日
11月12日
11月18日
11月19日
11月24日
11月25日

11月26日～12月10日
12月14日
12月18日
12月20日
12月21日
12月19日
12月25日

ひとり親議連 里親勉強会
財政勉強会
ウーマンシフト豊島区イケサンパーク視察❶
立憲民主党勉強会 女性問題
ひとり親議連 ひとり親家庭支援勉強会
渋谷区 庁舎視察❷
ウーマンシフト勉強会 ダブルケア
地域包括ケア特別委員会
財政勉強会
PublicLab勉強会 犬猫にまつわる政策
財政勉強会
児童館勉強会
ひとり親議連 勉強会
PublicLab勉強会 保育の質❸
本会議
区長懇談会
子育てカフェ 南中野児童館
立憲民主党自治体議員勉強会 コロナ禍と議会
中野区アウトリーチ活動事例発表会❹
中野区子どもの権利擁護条例 オンライン傍聴-1
立憲民主党勉強会 ジェンダー平等

1月12日
1月13日
1月15日
1月17日
1月19日
1月21日
1月22日
1月25日
1月26日
1月28日
2月1日
2月1日
2月3日
2月5日
2月9日
2月14日
2月15日

2月15日～3月23日
2月19日
2月24日
2月28日
3月19日
3月22日
3月22日

2

1

3

4

7
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区民委員会勉強会 環境問題
財政勉強会
厚生委員会勉強会 産前産後ケア
渋谷区運動場プロジェクト勉強会-1（全2回）
立憲民主党勉強会 ジェンダー平等
ウーマンシフト勉強会
一時保護所勉強会
ウーマンシフト勉強会 古賀市長コロナ禍での市政運営
立憲民主党 ジェンダー問題ヒアリング
コミュニティスペースコソアドット オンライン視察
立憲民主党東京都令和3年度予算勉強会
事務所移転
ひとり親議連 勉強会
建設委員会
財政勉強会
渋谷区運動場プロジェクト勉強会-2（全2回）
中野区区役所3階窓口キッズスペース視察❺
本会議・予算特別委員会
中野区子どもの権利擁護条例 オンライン傍聴-2
自治体公共ウィーク視察
中野区プレイパーク草っパラダイス視察❻
財政勉強会
中野にまつわる都政・区政の情報交換会❼
中野第一小学校内覧会❽

西沢けいた都議と共に



令和3年第一回定例会にて
一般質問をおこないました！

一般質問とは
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

　今後も続く厳しい区財政の状況は理解する
が、目新しい発想を感じない。予算概算要求時
に－20％経費を削減したことが悪い方向に影
響した。施政方針説明に「子ども・子育て家庭
へのセーフティネット強化」とあり、修学援助
対象世帯の拡充は評価できるが、さらに支援か
ら外れやすい人、本当に困っている方を探し、
手を伸ばす必要があったのではないか。

1、子どもの権利について

子どもの権利擁護条例
制定について

　昨年区で「子どもの権利擁護推進審議会」が
設置。「子どもの権利」を認めるとは、子ども
の言いなりになることではなく、意見を聞き最
善の利益を判断、誠実に対応すること。国の条
約があっても区の条例を作るのは、権利侵害時
に公的第三者機関を置くなど、迅速な救済・回
復のため、地方自治体の自主法である条例制定
で根拠を持つ必要がある。
　また、国連子どもの権利委員会より「再度の
勧告」を受けていることからもわかるように、
日本政府は子どもの権利条約に対する基本認識
と姿勢において極めて消極的なため、条例に

　昨春の緊急事態宣言では、公園の遊具はぐる
ぐるまき、学校は臨時休業、声の小さい「子ど
もの権利」が真っ先に奪われた。児童福祉と虐
待防止の観点からも「子どもの権利」は重要。

　区ではセミナー等を充実させてきたが、ひと
り親の貧困の根本解決には養育費に関連する支
援が重要。
　国は法制度の見直しと支援の流れに、都では
養育費確保支援事業、他区の導入も進んでいる。
　都の養育費確保支援事業の導入検討、今難し
いなら、いつならできるのか、支援につながる
具体的な段階を示すべき。

　区が実施する保育園型一時保育は短時間利用
など気軽な預け場としてはあまり機能していな
い事実がある。別途柔軟な一時保育を充実させ
る必要性があり、すでに近隣周辺区すべてで、
保育園型と仕組みを変え棲み分けをした、柔軟
な一時保育がある。加えて、誰もが思いがけず
に踏み込んでしまうDVや虐待を、立ち止まら
せる一歩にもなるはず。
　「身近な施設での一時預かりの試験的実施」で
声を拾い、本格実施に向けて体制を整えるべき。

令和3年度は、講座や相談によりニーズを把握
し、事業内容について検討。離婚届提出時の窓
口で、今後必要となる手続きや支援内容の周知
をより一層強化、ひとり親家庭の相談支援を充
実したい。

現行の保育園における一時保育事業について課
題を整理・分析、利便性の向上を図る。区有施
設を利用した一時保育事業の試験的実施の内容
についても検討を進める。

＼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 2021.02.19

皆様との対話を、多くの質疑に活かしています。
以下、一般質問の一部を掲載します。

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、 子どもの権利について
 ❶ 子どもの権利擁護条例制定について
 ❷ プレイパークなど
  理念実現の場について
 ❸ 子どものアドボカシー
   （意見表明権）について
 ❹ 子ども・若者支援センターについて
 ❺ 保育の質ガイドラインについて

2、 コロナ禍の
 令和3年度予算（案）について
 ❶ ひとり親家庭への支援について
 ❷ 一時保育の拡充について

3、 地域共生社会について

4、 広報について

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）

❶

ひとり親家庭への
支援について

❶ 一時保育の拡充について❷

よって理念を具現化し、改善すべき。
　作り上げる過程で議論を深め、大人が子ども
を一人の権利の主体として尊重、権利侵害から
守り、自分らしく生きることを支えていく意識
の醸成が、当事者の子ども、保護者、地域、行
政、私たち議員にも必要。制定後の理解浸透も
重要。
　タウンミーティングや子どもたちの意見を聞
く機会を再度設け、さらに条例啓発の取り組み
も、早期に検討をすべき。

　現在、皆様にお立ち寄りいただきやすいよう
おむつ替えスペースを設けるなど、事務所の内
装工事中です。オープンの際は改めてお知らせ
させていただきます。
　新しい事務所は私一人で使うのはやや広いた
め、一部をコミュニティスペースとして開放す
るなど、使い方を検討中です。一人で子育てし
ている方も、高齢者も障害を持った方も、人と
人が繋がっていく場所を作りたいと思っていま
す。どんなスペースや仕組みがあったら良いか、
ぜひアイディアをお待ちしています。
　一緒にワクワクしたい方、イベントなどおも
しろいスペース活用にチャレンジしてみたい方
やお手伝いなど一緒にしてくださる方も大募集
しています。
　また、設置したポストにはさっそく相談があり、
オンラインでは届かない方と少しでも繋がる方法
ができ、大変嬉しいです。皆さまも、悩みやお困
りごとなど、メールなどで気軽にご相談ください。

行き方
 東京メトロ丸の内線  中野富士見町駅より徒歩10分
 京王線  笹塚駅より徒歩15分
 京王バス  中野駅発 : 中野駅（南口）～渋谷駅（西口）［渋 63］
／中野駅（南口）～新宿駅西口［宿 45］：南台 3 丁目 下車徒
歩 2 分　新宿駅発 : 新宿駅西口～永福町［宿 33］／新宿駅
西口～佼成病院［宿35］／新宿駅西口～佼成会聖堂前［宿32］：
南台交差点下車徒歩5分

2.コロナ禍の

令和3年度予算（案）について

中野区・南台商店街に河合りな事務所を移転！
相談ポストも設置しました。

TOPICS4 2021.02.01
スペース活用のアイディア大募集
子連れの皆様も大歓迎 !!

〒164-0014 
中野区南台3-2-4 河合りな事務所

ぜひ
お立ち寄り
ください

東京メトロ丸の内線

中野富士見町駅

南部すこやか
福祉センター

南中野
区民活動
センター

京王バス
［宿32］［宿33］［宿35］
南台交差点

京王バス［渋63］［宿45］
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条例の検討過程で、子どもの権利に関し地域
の理解を深めることは重要。意見聴取は、審
議会での議論を参考にしながら、インター
ネットを活用した意見募集など効果的な手法
を検討。区民周知について、タウンミーティ
ングなど、様々な機会を捉えて条例の普及啓
発を進めていく。


