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　日頃より、足立区議会議員「小泉　ひろし」の議会活動に、
ご意見・ご要望などの声を寄せていただき感謝申し上げます。
さて、5月に行われました区議会議員選挙は厳しい状況でしたが、
5期目の当選をすることができました。
　これからも区民・地域の皆さまの福祉の向上と発展のために全力で働き、
初心を忘れず感謝の気持で務めさせていただきます。
　年の瀬も近づいてまいりましたが、令和元年第3回定例会が
閉会しました。本会議での「小泉 ひろし」議員の代表質問など
議会報告とさせていただきます。

秋号の発行
ごあいさつ

①混雑緩和に向け車両更新によるロングシー
ト化等、利用者の立場に立ったさらなる方策

を都に引き続き要望していくべきだが伺う。
②都が混雑状況の把握調査をすると聞く。区も混雑
解消対策を要望するために沿線地域の人口動態を調
査し、利用者アンケートを実施する等、積極的に取
り組むべきと考えるが伺う。

①今年度末に２編成増備、令和４年度から車
両更新も予定され、両開きドアやロングシー

ト化等、混雑緩和に向けた対策を講ずると聞いてい
る。早期に更新が進むよう、都に強く申し入れをし
ていく。
②区の要望を伝えたうえで、
都で調査内容の検討を進め
ている。調査には、今年度
実施している人口推計値も
利用する等、沿線の最新状況を反映させた混雑緩和
策となるよう都と協力して取り組んでいく。なお、
利用者アンケート実施も、都と協議していく。

区内には公園等が491あり、設置されている
防犯カメラは、49園50

台と非常に少ない現状である。
区民にとって安心して利用でき
る憩いの場となるよう早急な設
置が必要と思うが伺う。

ネットワークに対応した防犯カメラを公園灯
に設置するために、柱の交換や基礎補強等の

必要な改修を行い、積極的に設置台数を増やしてい
く。

警察との協議等、事業化へ目標を決めて、ま
ずは取り組めることから、準備に取りかかる

べきと考えるが伺う。
早期の事業着手に向け、東武鉄道との検討を
進める一方で警察協議に着手している。今後

は令和３年度の事業認可
取得を目指し、その後の
用地取得、広場整備につ
なげていく。

①０歳から２歳児の課税世帯も保育料の軽減
対策を講じるべきと思うが伺う。

②自治体によっては保護者負担をなくす等、独自に
支援策を講じる所もある。３歳から５歳児の副食費
は区で負担するよう検討すべきと思うが伺う。

①都補助金を活用し、多子世帯への保育料軽
減の拡大を行う。

②副食費の免除要件のうち、
多子の免除対策者拡大を予定
している。今後のさらなる公
費負担は、施設の優先順位を
見極めながら、検討していく。

詳細は、足立区HP・区議会より、
動画や議事録でご覧になれます。令和元年第3回定例会代表質問

日暮里・舎人ライナーの混雑緩和

公園内防犯カメラの設置を急げ

あだち冬のイベント
●日　　　程：11/30土～12/25水
●点 灯 時 間：17：00～21：00
●メイン会場：元渕江公園
　　　　　　　（足立区保木間２-１７-１）

●テ　ー　マ：五大陸の動物たち
●お問合せ先
フリーコールあだち : ☎03-3880-0039
足立観光交流協会 : ☎03-3880-5853

　9月2日、近藤区長に「2020年度予算編成」に関する要望書を手
渡しました。内容としては、①水害対策の強化 ②地域包括ケア
システムの更なる充実 ③待
機児童の解消 ④スクール
ソーシャルワーカーの拡充
や不登校支援の実施 など、
296項目を要望し、区長よ
り「なるべく反映できるよ
う検討していきます」と答
えていただきました。

　「鋸南自然の家」など被害状況を調査しました。竜巻？が発生し
たのか、自然の力の大きさと怖さも感じました。施設は使用が困難
になったため、小学校5年生が行う自然教室の代替施設が「国立赤
城青少年交流の家」にきまりました（実施校39校）。

●台風19号　 一方、台風19号の影響で足立区内に開設した避
難所は、小中学校含め135か所で、33,172名が避難しました。

《一部紹介》
　興本小：246名、西新井小：676名、東京朝鮮第四初中学校：46名、
　高野小：248名、本木小：1286名、第五中：140名、寺地小：243名
　扇中：180名　第六中：300名　興本地域学習センター：16名
　足立区に於いては大災害にいたりませんでしたが、避難所開設
と運営など、様々な課題について集約し対策に反映する予定です。

2020年予算を区長に要望

あだち観光ネット 検索くわしくは

活動レポート 台風15号の被害調査・千葉県鋸南町

西新井駅西口交通広場の整備は

保育無償化で副食費の軽減も

日中友好促進足立区議会議員連盟　会長に就任しました

ブルーシートで屋根を覆われた家々が連なる鋸南の町

●扇大橋北側の
　自転車利用者の安全対策→
　［２０１９年７月］

●本木２－１２付近に街路灯を設置→
　［２０１９年９月］

竹ノ塚駅前街路樹（竹の塚けやき大通り）のみ
2020年1月13日㊗まで開催、点灯時間も22：00まで



①聴覚障がい者に対するタブレットPC等を
用いた遠隔手話通訳サービスによる情報コ

ミュニティ支援を導入すべきと思うが伺う。
②視覚障害者の情報取得をサポートする音声コード
システムの利用について、コードを印刷し、切り欠
きを入れる等、対応を図るべきだが伺う。

①来年度当初を目途にモデル導
入を検討している。当初は、障

がい福祉課と出先援護係への配慮を考
えている。
②音声コードをスマホアプリで読み取
れる等、状況が変わってきている。封

筒への音声コード印刷、切り欠きは障がい福祉推進
室で使用するものから早急に取り組んでいく。

民間活力により、新たな文化・芸術の視点を
盛り込んだまちづくりを行ってはどうか。
あだちの魅力を高めるまちづくりを進めるう
えで、民間活力による新たな文化・芸術とい

う視点は重要だと認識して
いる。今後、まちづくりの
方針を決める際には、区民
と区議会のご意見を丁寧に
伺いながら地域特性を踏ま
え検討していく。

小泉ひろし区議会レポート　2019年　秋号 2019年11月1日

聴覚・視覚障がい者の支援策を

新たな視点のまちづくりを
平成30年度 普通会計決算の状況

あだち防災マップやハザードマップの表示、避
難所へのナビ、足立区公式ホームページの新着
情報（RSS）、懐中電灯や笛等、通常は個別に起動
する必要のある機能を「足立区防災ナビ」一つ
で実現したスマートフォン用アプリです。

●あだち防災マップ表示　
●ライブカメラ表示　
●河川水位表示  ●防災リンク集
●足立区公式Twitter表示

お問い合わせ

暮らしの情報

区が使ったお金の使い道を１万円に置きかえると…歳 出
どのような目的にお金をいくら使ったかを示しています。

区が収入したお金を１万円に置きかえると…歳 入
どのような内容でお金を収入したかを示しています。

 使　い　道 金　額

１ 高齢者や身体の不自由な方などへの 福祉のために（民生費） 2,822円

２ 保育園、児童館のために（民生費） 1,947円

３ 学校教育や生涯学習のために（教育費） 1,748円

４ 国民健康保険・後期高齢者医療・介護 保険経費のために（民生費） 890円

５ 防災対策、広報・広聴のために （総務費・消防費） 836円

６ 道路や公園の整備のために（土木費） 757円

７ 保健所の運営や清掃事業などのために （衛生費） 699円

８ 区が借り入れた特別区債の返済の ために（公債費） 196円

９ 地域産業の振興や消費者保護のために （労働費・商工費・農林水産業費） 74円

10 議会の運営のために（議会費） 31円

 内　　　容 金　額

■一般財源（使い道が特定されず、
　どのような経費にも充てられる財源） 6,025円

 ①特別区財政調整交付金
 　（23区内で納められた固定資産税などを 3,808円 
 　  原資にした、収入不足の区への交付金）

 ②特別区税（区民から納められた税金） 1,691円

 ③その他の一般財源 526円

■特定財源（使い道が限定された財源） 3,975円

 ①国庫・都支出金（国・都からの補助金） 2,806円

 ②繰入金（基金［貯金］の取り崩しなど） 603円

 ③特別区債
 　（区の施設、道路、公園など、将来にわたり 54円
 　  区民サービスに寄与する事業のための
 　  借入金）

 ④その他の特定財源 512円

歳出合計　2,817億9,866万9千円

歳入合計　2,909億9,106万8千円

1. 民生費

2. 民生費

3. 教育費
49,257,039
(17.5%)

1. 特別区財政
     調整交付金
　110,791,773
　(38.1%)

2. 国庫・都支出金
　81,657,112
　(28.1%)

3. 特別区税
　49,217,015 (16.9%)

4. 繰入金
　17,538,786
　 (6.0%)

7. 特別区債
　1,579,000 (0.5%)

5. その他の一般財源
　15,303,338  (5.3%)

6. その他の特定財源
　14,904,044  (5.1%)

5. 総務費・消防費
23,559,207 (8.4%)

6. 土木費
21,333,192 (7.6%)

10. 議会費
873,452 (0.3%)

8. 公債費
5,533,078 (2.0%)

9. 労働費・商工費
　・農林水産業費
　2,092,085 (0.7%)

7. 衛生費
19,689,571 (7.0%)

79,407,459
(28.2%)

54,868,871
(19.5%)

（児童福祉費・
   特別会計繰出金
   などを除く）

（児童福祉費）

4. 民生費

25,184,715
(8.9%)

（特別会計拠出金など）

（単位：千円）

（単位：千円）

防災行政無線が聞き取れない時の確認方法です！

あだち安心電話
水害に関する情報を電話を使っていち
早くお知らせします！

●電話による自動音声メッセージで危
険をお知らせ

●固定電話、携帯電話、スマートフォン
など、どんな電話機でも
登録可能

●河川ごとに地域別の
水害関連情報を発信

Aメール
区政情報や子どもの安心情報など、足立
区についての様々な情報を携帯電話や
パソコンのメールアドレス宛にお送り
します。

●災害情報・気象情報
●地震情報（震度3以上）
●防犯・防火情報
●子どもの安心情報
●健康情報　他

要登録要登録

◆お問い合わせ先　報道広報課　☎03-3880-5514

女子医大・東医療センター（仮称）
交通アクセス等周辺整備進捗状況

 

  

 

 

  

 

 

病院移転地周辺の交通管理者（警視庁）協議の結果
及び歩行環境整備の状況

東医療センター（仮称）までのバス交通（検討中路線）

小泉が要
望 !
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病院移転地周辺の交通管理者（警視庁）協議の結果
及び歩行環境整備の状況

東医療センター（仮称）までのバス交通（検討中路線）

小泉が要
望 !
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　日頃より、足立区議会議員「小泉　ひろし」の議会活動に、
ご意見・ご要望などの声を寄せていただき感謝申し上げます。
さて、5月に行われました区議会議員選挙は厳しい状況でしたが、
5期目の当選をすることができました。
　これからも区民・地域の皆さまの福祉の向上と発展のために全力で働き、
初心を忘れず感謝の気持で務めさせていただきます。
　年の瀬も近づいてまいりましたが、令和元年第3回定例会が
閉会しました。本会議での「小泉 ひろし」議員の代表質問など
議会報告とさせていただきます。

秋号の発行
ごあいさつ

①混雑緩和に向け車両更新によるロングシー
ト化等、利用者の立場に立ったさらなる方策

を都に引き続き要望していくべきだが伺う。
②都が混雑状況の把握調査をすると聞く。区も混雑
解消対策を要望するために沿線地域の人口動態を調
査し、利用者アンケートを実施する等、積極的に取
り組むべきと考えるが伺う。

①今年度末に２編成増備、令和４年度から車
両更新も予定され、両開きドアやロングシー

ト化等、混雑緩和に向けた対策を講ずると聞いてい
る。早期に更新が進むよう、都に強く申し入れをし
ていく。
②区の要望を伝えたうえで、
都で調査内容の検討を進め
ている。調査には、今年度
実施している人口推計値も
利用する等、沿線の最新状況を反映させた混雑緩和
策となるよう都と協力して取り組んでいく。なお、
利用者アンケート実施も、都と協議していく。

区内には公園等が491あり、設置されている
防犯カメラは、49園50

台と非常に少ない現状である。
区民にとって安心して利用でき
る憩いの場となるよう早急な設
置が必要と思うが伺う。

ネットワークに対応した防犯カメラを公園灯
に設置するために、柱の交換や基礎補強等の

必要な改修を行い、積極的に設置台数を増やしてい
く。

警察との協議等、事業化へ目標を決めて、ま
ずは取り組めることから、準備に取りかかる

べきと考えるが伺う。
早期の事業着手に向け、東武鉄道との検討を
進める一方で警察協議に着手している。今後

は令和３年度の事業認可
取得を目指し、その後の
用地取得、広場整備につ
なげていく。

①０歳から２歳児の課税世帯も保育料の軽減
対策を講じるべきと思うが伺う。

②自治体によっては保護者負担をなくす等、独自に
支援策を講じる所もある。３歳から５歳児の副食費
は区で負担するよう検討すべきと思うが伺う。

①都補助金を活用し、多子世帯への保育料軽
減の拡大を行う。

②副食費の免除要件のうち、
多子の免除対策者拡大を予定
している。今後のさらなる公
費負担は、施設の優先順位を
見極めながら、検討していく。

詳細は、足立区HP・区議会より、
動画や議事録でご覧になれます。令和元年第3回定例会代表質問

日暮里・舎人ライナーの混雑緩和

公園内防犯カメラの設置を急げ

あだち冬のイベント
●日　　　程：11/30土～12/25水
●点 灯 時 間：17：00～21：00
●メイン会場：元渕江公園
　　　　　　　（足立区保木間２-１７-１）

●テ　ー　マ：五大陸の動物たち
●お問合せ先
フリーコールあだち : ☎03-3880-0039
足立観光交流協会 : ☎03-3880-5853

　9月2日、近藤区長に「2020年度予算編成」に関する要望書を手
渡しました。内容としては、①水害対策の強化 ②地域包括ケア
システムの更なる充実 ③待
機児童の解消 ④スクール
ソーシャルワーカーの拡充
や不登校支援の実施 など、
296項目を要望し、区長よ
り「なるべく反映できるよ
う検討していきます」と答
えていただきました。

　「鋸南自然の家」など被害状況を調査しました。竜巻？が発生し
たのか、自然の力の大きさと怖さも感じました。施設は使用が困難
になったため、小学校5年生が行う自然教室の代替施設が「国立赤
城青少年交流の家」にきまりました（実施校39校）。

●台風19号　 一方、台風19号の影響で足立区内に開設した避
難所は、小中学校含め135か所で、33,172名が避難しました。

《一部紹介》
　興本小：246名、西新井小：676名、東京朝鮮第四初中学校：46名、
　高野小：248名、本木小：1286名、第五中：140名、寺地小：243名
　扇中：180名　第六中：300名　興本地域学習センター：16名
　足立区に於いては大災害にいたりませんでしたが、避難所開設
と運営など、様々な課題について集約し対策に反映する予定です。

2020年予算を区長に要望

あだち観光ネット 検索くわしくは

活動レポート 台風15号の被害調査・千葉県鋸南町

西新井駅西口交通広場の整備は

保育無償化で副食費の軽減も

日中友好促進足立区議会議員連盟　会長に就任しました

ブルーシートで屋根を覆われた家々が連なる鋸南の町

●扇大橋北側の
　自転車利用者の安全対策→
　［２０１９年７月］

●本木２－１２付近に街路灯を設置→
　［２０１９年９月］

竹ノ塚駅前街路樹（竹の塚けやき大通り）のみ
2020年1月13日㊗まで開催、点灯時間も22：00まで
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