
　本年最初の足立区議会定例会が閉会しました。
「守り・支え・未来へ繋ぐ　足立区をもっと元気に」と名付けた
「令和 4年度の予算」が決まりました。
区議会議員「小泉 ひろし」は、予算特別委員会委員として皆様の
声や思いを届けてまいりました。4月からの新年度も皆様の健康
と生活を守るための取組みを全力で推進してまいります。

旧本木東小学校の跡地活用について

 小泉の問い　昨年12月６日に区の基本方針として特別養
護老人ホーム150床及び公園代替地1,600㎡を想定する
とする配置とし、その後、避難所機能に係る基本的な考え
が本年２月17日に示された。避難所機能の規模は400㎡
以上を公募条件としたが、一次避難所としての機能を維持
するための最低限必要なスペースであるとのこと。一次避
難所とするにあたって、協定についてはどう考えるのか。
 区の答え　今後、事業者が決まり次第、地元との運用や
避難所として協定を結ぶ予定。
 小泉の問い　特養としての運営
と防災機能の並存、支障がないよ
うにしなければならない。150床
はいけると考えているのか。
 区の答え　確保できる認識です。
 小泉の問い　施設内の公園代替地に消防団の分団本部機
能を移設、設置することについて、昨年12月に消防署と
消防団から要望書が提出されたが、場所やスケジュールな
ど準備をしっかりしていただきたいがどうか。
 区の答え　しっかり整備できるよう、庁内で情報共有し
ながら進めていきたい。
 小泉の問い　郵便局の前、本木一丁目中公園南側の国有
地は隅切りなど活用ができるので、購入若しくは借りると
いうことを提案しているが進捗はどうか。
 区の答え　国の方からは、道路線形が整ったら相談に応
じるととのことです。

放課後子ども教室について

 小泉の問い　実行委員会の皆様には感謝です。新たなス
タッフ募集の動画を作成した。
是非とも多くの方にスタッフへ
の関心を持ってもらい、きっか
けとなるよう活用願いたい。今
回、制作してよかったことは、
また、どのように活用するのか。
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 区の答え　J:COMチャンネルで３月末まで放映、また公
社のホームページで配信するが、各小学校のホームページ
からリンクを張ってもらえばと働きかけを行っています。

興野周辺地区まちづくりについて

 小泉の問い　地区まちづくり協議会の資料によると、地
区計画の変更が令和３年度中に行われるスケジュールにな
っているが状況はどうか。
 区の答え　まだ計画については策定されていない。防災
性向上の肝となりますのは道路拡幅と考えていますが、道
路部会というものを開催して丁寧に対応しているところで
す。現在のところ、合意形成の見通しが立っていないため、
地区まちづくり計画及び地区計画変更については、おおむ
ね１年ほど遅れている状況です。
 小泉の問い　興野周辺地区には、今
なおたくさんの農地が大切な緑地空
間として残っているが高齢化し相続
が発生するなど、存続が危ぶまれる
状況である。農地の保全については
区はどのように取り組んでいるのか。
　また、更新の調査も進んでいると思うが、生産緑地から
外れた面積は、どのぐらいの状況なのか伺う。
 区の答え　特定生産緑地の紹介と貸借のマッチングなど
情報提供を進めているというところです。
　生産緑地は、興野地区、平成４年、５年指定のところの
１万4,000平米ほどのうち約1,000平米ほどが、特定生
産緑地に申請しない意向を確認している。

竹ノ塚駅付近鉄道高架化がついに実現 !!

　足立区議会と足立区は、区内４
駅（北千住・綾瀬・西新井・竹ノ塚）
でウクライナへの支援として募金
活動を３月11日に実施。私は、
西新井駅西口にて参加しましたが
多くの方のご協力をいただき、約
114万円となったまごころの募金
を3月18日に代表が、ウクライ
ナ大使館に直接お届けしました。
ご協力いただきました皆様ありが
とうございました。

国土交通省・東京都の支援を受け、区は連続立体交差事業を
進めていますが高架化工事が終了、3月20日に開通し開かずの
踏切が解消されました。
平成17（2005）年3月15日に4人が死傷する事故が発生、今

後同じような事故を防ぐために、事業の採択要件緩和などを経
て猛スピードで進めてきました。また、ホームドアも4月16日
より使用開始。

次頁へ続く

新年度スタート!

ウクライナへの支援を！
区内の 4駅で街頭募金

身近な実績

西新井本町４-11　防犯灯の設置
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 小泉の問い　公園が不足している地域への対応として農
地の保全を原則としているとの答弁があった。相続等によ
り転用が発生している状況があるが区はどのような対策を
講じようとしているのか。
 区の答え　農地の転用により狭小敷地で宅地分割されて
いる状況は認識。木造住宅の密集化を防ぐためには、地区
計画によって敷地の最低限度を定めるなど、農地転用によ
り住環境が悪化しないようなルールづくりが必要と考えて
いる。ルールづくりと道路拡幅について、地区まちづくり
計画や地区計画の変更ができるよう取り組んでいきたい。
 小泉の問い　ＪＫＫが整備する公園は11月頃までに終わ
ると聞いていたが、進捗はどうか。
 区の答え　情報によると、進捗が早まって５月中には終
わるとのことです。
 小泉の問い　区はバリアフリー
トイレを設置する予定だが、近
隣の興野ふれあい公園既設のト
イレと併せて考えを伺う。
 区の答え　令和４年度に設計、令和５年度に工事をする
予定です。興野ふれあい公園のトイレに関しては、耐用年
数が来るまではそのまま活用を続けます。

若年者支援について

 小泉の問い　孤独、孤立など、若年者向けの相談窓口を
設置するが、配慮した設置場所や運営が必要だがどうか。
また、メンタル系が不調な方については医療機関などとど
のようにかかわっていくのか伺う。
 区の答え　LINEを使っての申し
込みや一緒に手続等同行するサ
ービスを考えている。精神科医
が常駐し、必要に応じて医療機
関へつなぐ。
　対象者は15歳以上、中学卒業
者までとした。また、アウトリ
ーチなどを積極的に行っていく。

自主財源の確保について

 小泉の問い　区の広告収入の合計はどのくらいか。
 区の答え　広告掲載料は総額で1,600
万円となっています。
 小泉の問い　行政財産貸付けによる自
販機入札制度による歳入について、令
和３年度設置貸し付け台数と契約額の
合計はどうか。
 区の答え　台数が153台、契約金額が
8,935万800円です。

産業展示会のあだちメッセについて

 小泉の問い　我党の質問に対し「再構築する」という答

区議会公明党が、区長へ要望してきました！

不妊治療が保険適用に！

●昨年９月:新型コロナウイルス感染症拡大
対策に関する緊急要望
●昨年 12月:子育て世帯向け臨時特別給付金
に関する要望（実施済）
●本年 1月:住民税非課税世帯に対する給付
事業の対象から外れる、同等の所得の少
ない課税世帯に対し、区独自に補う給付
金支給実施要望（予算化されました。４
月中旬以降、申請書を対象世帯へ発送）
●本年２月、高校３年生までの医療費公費
助成を求める要望

主な要望内容

弁だが毎年要望している。名称
も含めどう考えているのか伺う。
 区の答え　現状ではいろんな事
業で小さくやっている、成果を
発表する場として、集大成する
ような形でメッセ等が実施でき
ればと考えている。

鉄道立体化の促進事業について

 小泉の問い　３月20日には開通する。令和４年度以降５
年度完了目指して工事が続くとのことだが、どのような工
事があるのか。また、我が党から強く要望してきたホーム
ドアは、いつから使用開始なのか。
 区の答え　今後の工
事は、交差する道路
の整備、仮設ホーム
や仮設地下通路の撤
去、谷塚側につくる
始発のための引上げ
専用の高架橋をつく
るなど。
　ホームドアは、４月16日の始発からと発表された。
 小泉の問い　高架化の下の活用で区が公共利用できる面
積はどのぐらいなのか。活用方法についても伺う。
 区の答え　区が利用できる面積は約2,300平米になる見
込み。西口の駅前広場として使うのが1,500平米、残り
約800平米については、庁内で利用方法について検討し
ている。

外国人の実態調査について

 小泉の問い　令和３年度の納税義務者数は全体で36万人
強、前年と比べて、微減と聞くが外国人についてはどうか。
 区の答え　前年比155人増えている。
 小泉の問い　4.25％が外国人の納税義務者数となってい
る。区民税について、令和３年度課税額は、全体で451
億6,600万円、前年比1.5％減少しているが、外国人はど
のぐらいの金額で、前年と比べて落ちてるのか伺う。

その他の主な質問項目

●生活困窮者世帯等への「臨時給付金」

●SDGs推進のため、区職員の認識を高める研修・講演な

どの取組み

●育英資金事業、準要保護世帯に対する就学援助「高等学

校等入学準備助成」とタイムリーな支給

●奨学金返済支援制度の拡充と柔軟的な運用

●就学期につなぐチューリップシート

●洪水ハザードマップの改訂と周知（分散避難の考え方の

周知と解説動画作成と活用）

●児童養護施設等からの対処支援（公営住宅の活用支援）

●都の受託事業（出産家庭に10万円の育児用品を提供）

の広報など

●芸術鑑賞体験事業について（小学校５年生の授業として、

劇団四季など演目を鑑賞、バス利用は区内事業者を）

●違反広告物対策ガイドライン

公明党が長年、訴え続けてきた保険適用が
本年4月から拡大、一回当たり数十万円かかる
体外受精や顕微授精などの治療は、原則３割
負担です。保険適用されれば高額療養費制度
も使えます。（女性年齢・回数制限あり）

売上減の企業に事業復活支援金！

　2021年11月から22年３月のいずれかの月で、売り上げが18
年11月から21年３月までの間の任意の同月と比べ、30％以上減
少した事業者が対象。申請は、ホームページからアクセス。
問い合わせ先：電話相談窓口（申請者専用）
TEL：0120-789-140（毎日午前８時30分～午後７時）

 区の答え　14億2,000万円余で、全体に占める外国
人の調定額で3.2％と前年より0.1％増えている。
 小泉の問い　4.25％の人数。税金の納税比率を3.2
％、外国人の方々の声をしっかりと受止め反映してい
ただきたい。
　実態調査回収率はどうか。次回調査の協力依頼同意
署名はどのぐらいいたのか。
 区の答え　今回5,000人
に対して調査して、回収
1,456件、回答率は約
29％。次年度以降も約
８割の方が御協力いただ
けると回答。

不妊治療の公的医療保険適用

 小泉の問い　保険適用が
４月からスタートする。広
報についてはどのように考
えているのか、伺う。
 区の答え　経過措置等も
国から示されているので、
しっかりと広報したい。
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問い合わせ先：電話相談窓口（申請者専用）
TEL：0120-789-140（毎日午前８時30分～午後７時）

 区の答え　14億2,000万円余で、全体に占める外国
人の調定額で3.2％と前年より0.1％増えている。
 小泉の問い　4.25％の人数。税金の納税比率を3.2
％、外国人の方々の声をしっかりと受止め反映してい
ただきたい。
　実態調査回収率はどうか。次回調査の協力依頼同意
署名はどのぐらいいたのか。
 区の答え　今回5,000人
に対して調査して、回収
1,456件、回答率は約
29％。次年度以降も約
８割の方が御協力いただ
けると回答。

不妊治療の公的医療保険適用

 小泉の問い　保険適用が
４月からスタートする。広
報についてはどのように考
えているのか、伺う。
 区の答え　経過措置等も
国から示されているので、
しっかりと広報したい。



　本年最初の足立区議会定例会が閉会しました。
「守り・支え・未来へ繋ぐ　足立区をもっと元気に」と名付けた
「令和 4年度の予算」が決まりました。
区議会議員「小泉 ひろし」は、予算特別委員会委員として皆様の
声や思いを届けてまいりました。4月からの新年度も皆様の健康
と生活を守るための取組みを全力で推進してまいります。

旧本木東小学校の跡地活用について

 小泉の問い　昨年12月６日に区の基本方針として特別養
護老人ホーム150床及び公園代替地1,600㎡を想定する
とする配置とし、その後、避難所機能に係る基本的な考え
が本年２月17日に示された。避難所機能の規模は400㎡
以上を公募条件としたが、一次避難所としての機能を維持
するための最低限必要なスペースであるとのこと。一次避
難所とするにあたって、協定についてはどう考えるのか。
 区の答え　今後、事業者が決まり次第、地元との運用や
避難所として協定を結ぶ予定。
 小泉の問い　特養としての運営
と防災機能の並存、支障がないよ
うにしなければならない。150床
はいけると考えているのか。
 区の答え　確保できる認識です。
 小泉の問い　施設内の公園代替地に消防団の分団本部機
能を移設、設置することについて、昨年12月に消防署と
消防団から要望書が提出されたが、場所やスケジュールな
ど準備をしっかりしていただきたいがどうか。
 区の答え　しっかり整備できるよう、庁内で情報共有し
ながら進めていきたい。
 小泉の問い　郵便局の前、本木一丁目中公園南側の国有
地は隅切りなど活用ができるので、購入若しくは借りると
いうことを提案しているが進捗はどうか。
 区の答え　国の方からは、道路線形が整ったら相談に応
じるととのことです。

放課後子ども教室について

 小泉の問い　実行委員会の皆様には感謝です。新たなス
タッフ募集の動画を作成した。
是非とも多くの方にスタッフへ
の関心を持ってもらい、きっか
けとなるよう活用願いたい。今
回、制作してよかったことは、
また、どのように活用するのか。
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令和4年度予算特別委員会で「小泉 ひろし」が質問

 区の答え　J:COMチャンネルで３月末まで放映、また公
社のホームページで配信するが、各小学校のホームページ
からリンクを張ってもらえばと働きかけを行っています。

興野周辺地区まちづくりについて

 小泉の問い　地区まちづくり協議会の資料によると、地
区計画の変更が令和３年度中に行われるスケジュールにな
っているが状況はどうか。
 区の答え　まだ計画については策定されていない。防災
性向上の肝となりますのは道路拡幅と考えていますが、道
路部会というものを開催して丁寧に対応しているところで
す。現在のところ、合意形成の見通しが立っていないため、
地区まちづくり計画及び地区計画変更については、おおむ
ね１年ほど遅れている状況です。
 小泉の問い　興野周辺地区には、今
なおたくさんの農地が大切な緑地空
間として残っているが高齢化し相続
が発生するなど、存続が危ぶまれる
状況である。農地の保全については
区はどのように取り組んでいるのか。
　また、更新の調査も進んでいると思うが、生産緑地から
外れた面積は、どのぐらいの状況なのか伺う。
 区の答え　特定生産緑地の紹介と貸借のマッチングなど
情報提供を進めているというところです。
　生産緑地は、興野地区、平成４年、５年指定のところの
１万4,000平米ほどのうち約1,000平米ほどが、特定生
産緑地に申請しない意向を確認している。

竹ノ塚駅付近鉄道高架化がついに実現 !!

　足立区議会と足立区は、区内４
駅（北千住・綾瀬・西新井・竹ノ塚）
でウクライナへの支援として募金
活動を３月11日に実施。私は、
西新井駅西口にて参加しましたが
多くの方のご協力をいただき、約
114万円となったまごころの募金
を3月18日に代表が、ウクライ
ナ大使館に直接お届けしました。
ご協力いただきました皆様ありが
とうございました。

国土交通省・東京都の支援を受け、区は連続立体交差事業を
進めていますが高架化工事が終了、3月20日に開通し開かずの
踏切が解消されました。
平成17（2005）年3月15日に4人が死傷する事故が発生、今

後同じような事故を防ぐために、事業の採択要件緩和などを経
て猛スピードで進めてきました。また、ホームドアも4月16日
より使用開始。

次頁へ続く

新年度スタート!

ウクライナへの支援を！
区内の 4駅で街頭募金

身近な実績

西新井本町４-11　防犯灯の設置


