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令和２年第３回足立区議会定例会より

 ▶基本的な方針が示されました！

　令和２年第３回足立区議会定例会において「小泉 ひろし」議員は、

本会議（一般質問）質問や決算特別委員会で、皆様からいただいた

ご意見・ご要望をもとに要望や各種提案を行いました。

区民の皆様がコロナ禍の中で直面する課題の対策、健康と

生活を守るためのさまざまな取組みを全力で推進してまいります。

冬号発行の
ごあいさつ

本会議（9月28日）で以下を提案・推進
１．温暖化対策に向けた
 取組みについて
（１）環境基本計画の見直し
（２）脱プラスチックとリサイクル
（３）省エネ機器等の導入促進によるCO2の排

出削減について
（４）自動車におけるCO2排出削減について
（５）クリーンエネルギーの利用促進
（６）環境負荷の小さい暑熱対策
（７）温室効果ガス削減活動への基金活用

２．興野・本木周辺地域の
 まちづくりについて
（１） 都市計画道路補助第138号線（環七南通

り）の整備と周辺の課題について
（２） 都市計画道路補助第136号線（江北橋通

り）本木地区の整備と周辺の課題について

一部質問の要旨紹介
問：新たなノウハウを取り入れ、ハイレベルのCO2排出
削減と温暖化対策を目指すべき。

答：最新技術導入も必要と考えるため、様々な角度から、
より高度な取組みを検討する。

問：志布志市では、紙おむつ再資源化処理の実証実験を
行っている。区もまずは高齢者・保育施設等で回収し、
リサイクル事業者とモデル実施してはどうか。

答：環境負荷の低減に大きな効果が期待できるため研究
する。

問：本木1丁目中公園は道路付けの改善等、防災機能を
備えた利活用を図る旧本木東小学校との一体的な整
備を検討すべきだが伺う。

答：改善が図れれば、跡地活用は可能性が広がる。課
題もあるが方針を検討する。

問：JKK興野町住宅A号棟の建て替えに伴い、新設道路
にかかり伐採予定のシンボル的樹木のいちょうを残
せるよう、工夫した設計や移植を行うべきだが伺う。

答：都市計画道路沿いに植栽し、地域のシンボルとなる
よう育てていく。

「小泉 ひろし」議員は、令和２年９月２８日の本会議で
の一般質問や、１０月１３日の決算特別委員会で、本木
地区の整備と周辺の課題のうち、本木一丁目中公園と、
旧本木東小学校の防災機能を備えた施設への利活用を図
るためにも、道路付けの改善を図るなど一体的な整備を
検討すべきと取り上げ、提案を行うなど推進してきました。

考　え
①当該地側に面する道路は、
一方後退して幅員６ｍ以上の
道路とする。
併せて、本木一丁目中公園
を幅員６ｍ以上の道路とす
る。
②跡地活用の用途は、避難
所機能を有する特別養護老
人ホームとする。
併せて、公園代替地とする。
③公園用地は、本木一丁目
中公園を幅員６ｍ以上の道路
とするための代替地として整
形に配置し、面積は既存公
園面積以上を確保する。

理　由
①地域の防災機能を向上さ
せるため、敷地に面する道
路幅員を６ｍとし、区が責任
をもって管理する。
②旧本木東小学校の跡地利
用は「足立区特別養護老人
ホーム整備方針」に基づき、
特別養護老人ホームとする。
併せて、公園代替地とし、
本木一丁目中公園の形状を
改善する。
③使い勝手を良くするため、
公園用地は整形に配置し、
面積は既存面積（1564.40
㎡）以上を確保する。

＊平成２４年３月、学校統合により廃校後も、関原小学校仮校舎とし
て使用、亀田小学校改修期間中に給食場を使用などを経て、令和
２年８月に旧本木東小学校避難所復旧工事が完了していました。

１２月７日
総務委員会

新型コロナウイルスの感染拡大に伴うお願い
現在、全国的に新型コロナウイルス感染の第３波とい
える状態となり、足立区でも感染者が急激に増加して
います。区立施設では初めてとなる区立認可保育園に
おけるクラスター、区内６カ所の病院のクラスターなど、
1週間ごとの人口10万人あたりの新規陽性者数で、
足立区は12.7人と 東京都や全国と比較しても多い状
況です。

●区内の感染者数（12月18日時点）

皆様へ２つのお願い

足立保健所からのお願い

※足立区ホームページより転載

1インフルエンザの予防
接種を受けてください。
65歳以上は無料です。

2食事の際のルールを守りま
しょう。食べる時は食べるこ
とに集中（小・中学校の給食
時にはモグモグタイムを徹底
中です）。おしゃべりはマス
クを忘れず、大声は控えて、
メリハリが重要です。

家庭内での感染が増加！　
仕事場等で感染し家庭内に
持ち込むケース等にも要注意！
基本は３密を避ける・手洗い
の励行・マスクの着用 です。

本木東小学校跡地活用! !
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TOPIX決算特別委員会１０月６～１４日で小泉ひろしが取り上げ質問決算特別委員会１０月６～１４日で小泉ひろしが取り上げ質問 11月１日オープン！！11月１日オープン！！

身近な実績身近な実績

本木新道（本木東町15）マンホールと路面整備
（2020年6月）

●ふるさと納税の影響・状況について
●区債・基金について
●公用車における電気自動車の導入増、課題と対応につ
いて（CO2 削減策）

●地域 BWA活用による、防犯カメラのネットワークシ
ステムの運用状況について
●コロナ禍における中小企業支援、マッチングクリエー
ターの活用等について
●日暮里・舎人ライナー沿線の駐輪場対策について
●国民健康保険特別会計の決算状況について
●危険な違反広告物・捨て看板の現状と対策について
●江北バス通りの安全策について

●JKK 興野町住宅 A号棟建替えに伴う創出用地に整備す
る公園と樹木について

●動物愛護衛生事業から、ハクビシン対策について
●旧本木東小学校の防災機能を有する利活用に向けた、
公園との一体的整備について

●プラスチック削減宣言について
●おむつ・紙パンツなどの
リサイクルについて

●暑熱対策としてのクールスポット
（ミストシャワー）について
●人工呼吸器や酸素ボンベを利用する在宅障がい者の停
電や災害時について

新型コロナウイルス感染症対策
〇災害避難所での感染防止対策の徹底
〇コロナ禍での区民の生活基盤支援策
〇介護事業者や利用者、障がい者への感染防止支援策等

防災・減災対策の強化、水害対策の拡充
〇タイムラインの充実、マイタイムラインの普及推進
〇災害時の緊急車両の避難先の確保等

福祉と健康づくり対策
〇地域包括ケアシステムの更なる充実
〇障がい者・認知症高齢者の安心見守り
ネットワークモデル事業の実施等

地域経済活性化対策
〇人手不足の職種への雇用対策等

街づくり・交通対策
〇区内交通網の整備と工夫、
交通弱者対策及び交通空白地域の解消
〇東京女子医科大学東医療センター移転に伴い周辺の環境整
備の充実

教育・子育て支援施策
〇いじめ・不登校対策の拡充、子どもの居場所の充実
〇ICT 機器導入後の授業の充実
〇保育士確保支援と施設の空き対策等

環境対策
〇温暖化対策の強化
〇循環型社会の構築等

区議会公明党が２０２１年度予算要望を区長に提出区議会公明党が２０２１年度予算要望を区長に提出

要望内容（一部抜粋）

アジア圏初

ADACHI
NEWS

東京女子医科大学
（新）東医療センター

令和３年度中に開設

文教大学東京あだちキャンパス
令和３年４月開学へ

竹ノ塚駅付近
鉄道高架化工事
令和３年度末には開かずの踏切解消

障がいの有無に関わらず、
誰もがスポーツを楽しめる
「スペシャルクライフコー
ト」が総合スポーツセンター
に誕生（オランダの伝説的
サッカー選手、ヨハンクラ
イフが設立した「ヨハン・
クライフ財団」の支援を受
けました）。障がいがあって
もスポーツに親しみたい
方々に朗報です。フライン
グディスクやサッカーなど
への可能性が広がります。

LGBT相談窓口を設置
足立区では、LGBTQについて、全
国的な話題となりましたが、早くも
相談窓口を設置しました。
場所：男女参画プラザ相談室、面接

または、電話にて。
日程：月２回　原則、第一月曜日・

第三土曜日。
対象：区内在住・在勤・在学、

LGBT関連で悩みのある方、
家族・友人・支援者など。

電話：3880‒5222

スペシャルクライフコート

2020年12月設置　
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所機能を有する特別養護老
人ホームとする。
併せて、公園代替地とする。
③公園用地は、本木一丁目
中公園を幅員６ｍ以上の道路
とするための代替地として整
形に配置し、面積は既存公
園面積以上を確保する。

理　由
①地域の防災機能を向上さ
せるため、敷地に面する道
路幅員を６ｍとし、区が責任
をもって管理する。
②旧本木東小学校の跡地利
用は「足立区特別養護老人
ホーム整備方針」に基づき、
特別養護老人ホームとする。
併せて、公園代替地とし、
本木一丁目中公園の形状を
改善する。
③使い勝手を良くするため、
公園用地は整形に配置し、
面積は既存面積（1564.40
㎡）以上を確保する。

＊平成２４年３月、学校統合により廃校後も、関原小学校仮校舎とし
て使用、亀田小学校改修期間中に給食場を使用などを経て、令和
２年８月に旧本木東小学校避難所復旧工事が完了していました。

１２月７日
総務委員会

新型コロナウイルスの感染拡大に伴うお願い
現在、全国的に新型コロナウイルス感染の第３波とい
える状態となり、足立区でも感染者が急激に増加して
います。区立施設では初めてとなる区立認可保育園に
おけるクラスター、区内６カ所の病院のクラスターなど、
1週間ごとの人口10万人あたりの新規陽性者数で、
足立区は12.7人と 東京都や全国と比較しても多い状
況です。

●区内の感染者数（12月18日時点）

皆様へ２つのお願い

足立保健所からのお願い

※足立区ホームページより転載

1インフルエンザの予防
接種を受けてください。
65歳以上は無料です。

2食事の際のルールを守りま
しょう。食べる時は食べるこ
とに集中（小・中学校の給食
時にはモグモグタイムを徹底
中です）。おしゃべりはマス
クを忘れず、大声は控えて、
メリハリが重要です。

家庭内での感染が増加！　
仕事場等で感染し家庭内に
持ち込むケース等にも要注意！
基本は３密を避ける・手洗い
の励行・マスクの着用 です。

本木東小学校跡地活用! !


