
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
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https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/102000/d031254.html

各資料は区HP
をご覧ください

https://rikken-nakano.net/2022/01/28/the6wave/

各資料は区HP
をご覧ください

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4年度当初予算の概
要」が読みやすくおすすめです!

こんにちは、河合りなです。
令和4年度当初予算は、議会で審議の結果、
すべて原案どおり可決されました。
本予算は新型コロナウイルス対策や
区民活動を再開する支援策、
新たに策定された中野区基本構想と
基本計画の実施のための予算となります。
引き続き、皆様の生活を支えていきます。

こんにちは、河合りなです。
令和4年度当初予算は、議会で審議の結果、
すべて原案どおり可決されました。
本予算は新型コロナウイルス対策や
区民活動を再開する支援策、
新たに策定された中野区基本構想と
基本計画の実施のための予算となります。
引き続き、皆様の生活を支えていきます。

TOPICS1 2022.02.17-3.09 TOPICS2 2022.01.28

区長へ緊急要望を
提出しました

会派として「第6波」から区民の命と生活を守るた
め、緊急要望を提出いたしました。
コロナワクチン接種の3回目の体制、保健所の機能
強化、経済活動の更なる支援策の検討、妊婦への
ワクチン対応、学校現場でのオンラインの取り組
み調査、子どもたちへの体験機会など、急ぎ検討
すべき事項を要望いたしました。

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・42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
感染症

中野区は令和3年度12回に渡って
補正予算を組み、新型コロナウイルス感染症
対策を積極的に取り組んでいます。

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

支援一覧や
動画活用の
情報発信も！ 

予算特別委員会　令和4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

　予算書より所管箇所を取り出し、各

総括質疑のご報告
予算審査、

最新の情報は中野区HPにて公表中！

活動の一部を紹介しています。日々の活動はSNSやHPでも！

7月9日 中野区議会立憲民主党・
無所属議員団

 Webサイトオープン❶
 https://rikken-nakano.net

8月17日 酒井区長に新型コロナ感染症対策に関する
緊急要望提出❷

8月17日 外国人在留支援センター
（FRESC／フレスク）視察❸

8月18日 緊急事態宣言延長を受け
自治体議員有志ZOOMミーティング❹

8月21日 りっけん中野・子ども部勉強会
第3回開催❺

8月27日 教育長と緊急懇談❻

10月18日 りっけん中野・
子ども部勉強会第4回開催

11月2日 令和4年度予算要望提出❼

11月29日 みらいステップなかの視察❽

1月20日 児童館での一時預かり視察❾

3月16日 中野区公園施設長寿命化計画
遊具改修にてインクルーシブ遊具導入10

3月25日 中野区子どもの権利に関する条例制定11
 https://kawairina.net/2022/03/28/kodomonokenri/
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河合りな
中野区議会議員

区議会・その他の活動
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も
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　医療進歩と共にバリアフリー化も進み、意識・
社会状況も変化、障害のある方の外出機会が増
えた。区でもユニバーサルデザイン推進条例を
H30年4月施行。
　多機能を持つトイレ普及は進んだが、障害に
よっては「ユニバーサルシート（大型の介助ベッ
ド）」がないと、ゆっくり外出できないとの声。

　来年度東京都予
算に「公共トイレ
への介助用大型
ベッド設置促進事
業」費用補助が盛
り込まれたが、施
設改修は所管課に
任されており、そ
れぞれに相談せね
ばならない。施設
側はできるかぎり

利用者の声を反映するが、利用できない方の声
は届きにくいのでは。
　では誰が、障害を持った方の区内全体の外出
保障を考えるのか。

　養育費の取り決めにかかる費用補助、これま
で会派で要望、来年度予算がつき評価と感謝。
　国の発表資料によると、ひとり親家庭は子ど
もの貧困の大きな要因の1つ。また養育費受給
率が高い国ほど、ひとり親世帯の貧困率が低い
傾向。
　養育費は子どもが経済的・社会的自立までの
生活や教育等に必要な費用。事業の内容は。

令和4年度予算特別委員会にて
総括質疑をおこないました！

全員出席の予算特別委員会で、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。

1.令和４年度当初予算（案）について

新型コロナウイルス感染症
関連予算について

　会派でも区財政余力を、コロナ禍により区民
生活や事業活動の影響が大きい方に振り分ける
よう、強く要望してきたが、来年度予算では。

＼身近な人からの暴力／ ＼相談先がわからない／

TOPICS32022.02.24

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。

児童相談所機能を含む
子ども・若者支援センターができました

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）

＼匿名でだれかに聞いて欲しい／

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
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。

よりそいホットライン
tel: 　　0120-279-338

東京都LINE相談

1、 令和４年度当初予算（案）について
 ❶ 歳入について
 ❷ 新型コロナウイルス感染症
  関連予算について

2、 誰ひとり取り残さない
 中野区について
 ❶ ユニバーサルデザインについて
 ❷ 医療的ケア児について
 ❸ ひとり親家庭支援について
 ❹ 病児保育について
 ❺ その他（校割予算について）

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

一人で悩まず、声をかけあいましょう。

❶

ユニバーサルデザイン
について

❶

ひとり親家庭支援について❷

　これまで子育て先進区の実現を掲
げ、中野区は様々な施策を展開して参
りました。
　全国初の「全世帯に向けた子どもの
実態調査」や、児童相談所の設置、区
立幼稚園・保育園の継続、保育の質ガ
イドラインの策定、「子どもの権利条
例」制定など、酒井区長の取り組みが
少しずつ花開いてきております。
　今回、日経デュアルが発表する「共
働き子育てしやすい街ランキング」で
中野区が大幅に順位を向上させました。

共働き子育てしやすい街ランキング
中野区の順位が大幅アップ！！

TOPICS42021.12.27

地域活動の再開や地域経済の再生を支援する。

地域活動が維持・継続されるよう、町会・自治会
及び友愛クラブへの活動支援、区立学校等の
体験活動の充実、等。

R3年9/30以降、R4年2/28までに離婚また
は離婚前提の別居の方で、R4年2/28時点で
児童を扶養の方のうち、R3年9月分の児童手
当を元配偶者が受給したため給付金をもらえな
かった方に対し、支援給付金の申請受付を2/2
から開始。申請期間4/15まで。

今後ユニバーサルデザイン条例を改定予定。設
置状況において各担当と協力して現状把握を
努め、必要な課題整理等を行う。

養育費の取り決めに関する公正証書作成手数
料や家庭裁判所の調停申立てに要する印紙代、

予算特別委員会委員長

ひやま隆議員

予算特別委員会の総括質疑とは

2.誰ひとり取り残さない

　　　 中野区について 戸籍謄本・抄本等添付書類取得の補助。区役
所3階の子ども総合窓口でひとり親に関する相
談を受け付けており、手続きは母子・父子自立
支援員による相談にて対応。支援や制度の情報
提供、住宅や就労、生活等の相談とともに、経
済面の不安等も聞き取り、総合的支援の中で養
育費の取り決めの手続きに関する情報提供と併
せて費用補助制度についても紹介、利用を促す。

　関連して急遽10万円一括給付となった子育て
世帯への臨時特別給付金。児童手当スキーム使
用のため、実際に養育している側が離婚等によ
り受け取れない可能性があるとして、これまで
立憲民主党でも国会で指摘し、対応を求め、改
善に至ったと聞いているが区の対応は。

［子ども・若者支援センター］　
〒164-0011　東京都中野区中央一丁目41番2号　
受付時間：平日8:30～17:00（土・日・祝休日、年末年始は除く）
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/297500/d031632.html

総合相談
tel：03-5937-3257

18歳未満の子どもとその家庭に
関するあらゆる相談を受け付け
ています。「どこに相談したら良
いのか分からない」時でも、ま
ずはご連絡ください。

児童虐待相談
tel：03-5937-3289

子どもの虐待を目撃したなどの
場合だけでなく、少しでも気が
かりなご家庭や子どもの様子を
見かけた場合なども、迷わずご
連絡ください。

※土・日・祝休日、夜間も通告を受け付けています。
※通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・
相談をした人、その内容に関する秘密は守られ
ます。

若者相談
tel：03-5937-3271

義務教育終了後から40歳未満
の若者とその家族に関する相
談、困りごとや悩みごと、相談
内容がはっきりしないなど些細な
ことでも受付ています。

就学相談
tel：03-5937-3238

子どもの発達の特性や状態から、
学校生活を送る上で必要な支援
やより適した就学先について、
保護者と一緒に考えていく相談
場所です。

児童相談所虐待対応ダイヤル（全国共通）

189（24時間365日）

https://woman.nikkei.com/
atcl/column/21/
112200051/122200005/

日経デュアル
「共働き子育てしやすい街ランキング」

東京ランキング

2019

圏外

2020

28位

2021

6位

全国ランキング

2019

圏外

2020

圏外

2021

21位

順位
UP！

新型コロナウイルス感染症の対処には引き続き注
力が必要、しかしコロナ禍で切れた地域の輪や経
済活動、繋がりを取り戻すことも重要、区方針に
賛同。さらにポストコロナを見据えた活動再開政
策に力を入れては。

中野区からの返答


