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足立区2020（令和２）年度予算の概要

道路の新設事業　補助第138号線（環七南通り）

不燃化促進事業で、補助第136号線（江北橋通り）
扇・本木地区の既存事業を令和６年度まで５年延長！

一般会計予算：298,025百万円 国民健康保険特別会計：71,157百万円

介護保険特別会計：64,795百万円 後期高齢者医療特別会計：15,908百万円

春号発行の
ごあいさつ

災害対策の抜本的見直しによる強靭な足立区を目指し、新設予定の「（仮称」江北健康づくりセンター」
を核として、医療介護の連携を推進し、高齢者の安心を確保するなどの施策の予算も盛り込まれています。

おしべ通り～本木新道（区間長さ1,330ｍ）事業化目指し現況測量を実施します。（江北 4丁目～西新井本町4丁目）

補助第１００号線から放射第１１号線まで
除却助成や不燃化建替え助成を行い、延焼火災の防止及び安全な避難路の確保等を目指します。

●問い合わせ：密集地域整備課、03-3880－6269

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。

新型コロナウイルス感染拡大による、様々な課題の対応が続く中、

第１回定例会の中で、令和２年度の予算編成に対する審議も終えました。

「小泉　ひろし」の質問含め、区政の一部を紹介させていただきます。

皆様のご健康を祈念いたしますとともに、

区民の安心・安全な生活とまちづくりのために、働いてまいります。

一般会計予算の内訳
●予備費
3億円

民生費
1,438億1,058円

●教育費
404億8,212円

●総務費
358億783円

●環境衛生費
190億7,229円

●産業経済費
23億2,550円

●議会費
9億5,175円

●公債費
52億6,114円

●諸支出金
239億242円

●土木費
261億1,144円

歳出合計
2,980億
2,507万円

区の支出の種類
●民生費 子育て支援や生活保護など

の福祉のため

●教育費 校舎整備や学力向上施策、
生涯学習のため

●総務費 災害対策や選挙、広報など
のため

●諸支出金 特別会計の財源不足を補う
ため

●環境衛生費 保健所の運営、清掃事業
などのため

●予備費 予期できない支出に備える
ため

●産業経済費 地域産業の振興のため

●議会費 議会の運営のため

●公債費 区の借入金の返済のため

●土木費 道路や公園の整備などの
ため

補
助
100
号
線

放
射
第
11
号
線

荒川

補助第136号線

補助第136号線沿道30m以内
（扇一丁目、扇三丁目、本木北町、本木東町、
　本木南町、本木一丁目、本木二丁目）

新型コロナウイルス感染にご注意ください！新型コロナウイルス感染にご注意ください！
対策とポイント

●流水と石鹸による手洗いを頻回に行い、多くの人が集まる場所に行くことは
なるべく避けるようにしましょう。

●新型コロナウイルス感染症の感染経路は、飛沫感染と接触感染です。手指が
よくふれる場所を清潔に保つことが大切です。

●物の表面の消毒には消毒用アルコールや塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウ
ム）が有効です。塩素系漂白剤（塩素濃度５％）は、スーパーやドラッグス
トアで販売されていますので、用途ごとに薄めて使用してください。

その他、新型コロナウイルス感染症に関する最新の情報は、
足立区のホームページにまとめて掲載されています。
正しい情報にもとづいた、賢明な行動を心掛けましょう。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/pickup/stopcovid19.html



低層階に居住する、移動が困難な住民のために
上層階の空き住戸を避難所に活用することなど、

都議会公明党から提案し、区議会公明党の代表質問（2
月20日）でも取り上げた。区としても「都と協議して、
複数の空き住戸を避難所として確保できるよう水害の危
険性が高まる6月頃までに努める」とのことだが、区営
住宅でも災害時に活用すべきと要望しました。

都営住宅とともに区営住宅についても活用に努
める。

台風19号の教訓から、第一次避難所である「朝
鮮第四初中級学校」の活用について、近隣住民

への周知や区の関わりについて取り上げました。隣の本
木小学校では、1,286名の避難者で溢れる状況、西新井
小学校も676名となり、受け入れも大変だった。特に興
野1丁目周辺地域の方々にとっては、避難所運営訓練を
実施している興本小学校までは遠すぎる。区職員も配置
されず。受入避難者は46名に留まった。避難先として
周知し活用せよ！

区は今回、担当職員を決めた。避難所としての
認知度を高め役割を果たせるよう、工夫し進め

て行くとの考えを示しました。

「小泉　ひろし」議員が、昨年の第３回定例会の
代表質問で取り上げ、「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」との答弁だった。令和２年度には、区画街路第９号
線の道路等基本設計委託を予定しているとのことだが内
容は？

事業認可取得のための委託（測量や交通広場設
計、警察協議など）

JKK興野町住宅の建替えを契機に、道路や公園
の基盤整備、都市農地の保全といった課題解決

のために、平成29年から地域の皆様と検討をしてきた。
A号棟の解体も始まったが、関連してこの度、環七南通
り（＝補助 138号線）おしべ通り（江北４丁目）～本
木新道（西新 井本町４丁目）の現況測量の予算が盛り
込まれたが、区施工として、事業認可の取得はいつ頃を
目指すのか？　

現況測量は令和2年度から実施、事業認可は令和
５年～７年取得目指す。（将来は、建設中の大学

病院などへも便利に）
また、都市農地の保全の課題に対しては、都が
創設した制度に「農の風景育成地区」がある。

興野地域から扇地域にかけては、農地もあり営農してい
る。特定生産緑地の更新の調査・相談なども進めている
と思うが、農地保全の選択肢の一つとして、検討し情報
提供すべきだがどうか？

引き続き調査、検討するとともに、都の制度と
して情報提供をして行く。
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暮らしの情報令和２年予算特別委員会で小泉ひろしが質問令和２年 で小泉ひろしが質問

水害対策として都（区）営住宅内に
避難所機能を！

西新井駅西口交通広場の
整備に向けて

質問の一部要旨を掲載します。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。

日暮里・舎人ライナー ダイヤ改正
お待たせしました！！　混雑緩和へ！

東京都交通局は、車両の増備に合わせて、混雑緩和と利便性の向上を図るため、
日暮里・舎人ライナーのダイヤを改正します。その内容をお知らせいたします。

　21時台の列車を１本増発（現行13本→改正後14本）
　22時台の列車を１本増発（現行11本→改正後12本）
　23時台の列車を１本増発（現行10本→改正後11本）
◆その他の時間帯の一部列車の時刻表を変更します。
【土休日】　
◆夜間時間帯の一部列車の時刻表を変更します。

1.  ダイヤ改正日
【平　日】　令和２年３月30日（月）
【土休日】　令和２年３月28日（土）

２. 主な改正内容
【平　日】　
◆朝ラッシュ時間帯の運転本数を増やします。
　見沼代親水公園駅発（日暮里駅行）
　８時台の列車を２本増発（現行17本→改正後19本）
　９時台の列車を２本増発（現行11本→改正後13本）
◆夕方から夜間時間帯の運転本数を増やします。
　日暮里駅発（見沼代親水公園駅行）
　17時台の列車を２本増発（現行13本→改正後15本）
　18時台の列車を１本増発（現行13本→改正後14本）
　20時台の列車を２本増発（現行13本→改正後15本）

区内の下水道施設にデザインマンホール蓋を設置！
　東京都の観光振興事業に協力
し、区がデザインし、設置され
ます。西新井駅西口（宝くじ売
り場前）、北千住駅東口（東京
電機大学前交番脇）、綾瀬駅西
口など７カ所。
　このマンホール蓋は、都が実
施するデジタルスタンプラリーの
チェック場所になります。 足立の花火 隅田川 関屋の里 足立市場

しょうぶ沼公園東京武道館 五反野親水公園 西新井大師

第一次避難所としての
「朝鮮第四初中級学校」の周知と活用を！

興野周辺まちづくり計画について

新型車両増備
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●産業経済費
23億2,550円

●議会費
9億5,175円

●公債費
52億6,114円

●諸支出金
239億242円

●土木費
261億1,144円

歳出合計
2,980億
2,507万円

区の支出の種類
●民生費 子育て支援や生活保護など

の福祉のため

●教育費 校舎整備や学力向上施策、
生涯学習のため

●総務費 災害対策や選挙、広報など
のため

●諸支出金 特別会計の財源不足を補う
ため

●環境衛生費 保健所の運営、清掃事業
などのため

●予備費 予期できない支出に備える
ため

●産業経済費 地域産業の振興のため

●議会費 議会の運営のため

●公債費 区の借入金の返済のため

●土木費 道路や公園の整備などの
ため
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補助第136号線沿道30m以内
（扇一丁目、扇三丁目、本木北町、本木東町、
　本木南町、本木一丁目、本木二丁目）

新型コロナウイルス感染にご注意ください！新型コロナウイルス感染にご注意ください！
対策とポイント

●流水と石鹸による手洗いを頻回に行い、多くの人が集まる場所に行くことは
なるべく避けるようにしましょう。
●新型コロナウイルス感染症の感染経路は、飛沫感染と接触感染です。手指が
よくふれる場所を清潔に保つことが大切です。
●物の表面の消毒には消毒用アルコールや塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウ
ム）が有効です。塩素系漂白剤（塩素濃度５％）は、スーパーやドラッグス
トアで販売されていますので、用途ごとに薄めて使用してください。

その他、新型コロナウイルス感染症に関する最新の情報は、
足立区のホームページにまとめて掲載されています。
正しい情報にもとづいた、賢明な行動を心掛けましょう。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/pickup/stopcovid19.html




