


1 

もくじ

１ 平成３０年度区民と区長との意見交換会の概要 ������������������������������������������������������� 4 

（１）テーマ..................................................................... 4

（２）開催日時・会場............................................................. 4

（３）飾区側出席者............................................................. 4

（４）会議次第................................................................... 4

（５）区長挨拶（要旨）........................................................... 5

２ 意見交換の記録 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 

（１）平成３０年１０月２５日（木）会場：堀切地区センター......................... 6

◇浸水時の緊急避難場所について................................................... 6

◇防災行政無線の改善について..................................................... 7

◇学童保育クラブとわくわくチャレンジ広場について................................. 7

◇猫の対策について............................................................... 7

◇公園の砂場について............................................................. 8

◇子どもたちの遊び場について..................................................... 8

◇堀切地区への図書館の新設について............................................... 8

◇ＤＶ被害者（大学生・高校生）のケアについて..................................... 9

◇特別養護老人施設内への多目的施設設置について................................... 9

◇電磁波について................................................................. 9

◇廃品回収車について............................................................. 9

◇投票率向上について............................................................ 10

◇捨て猫や猫の虐待について...................................................... 10

◇避難所の整備について.......................................................... 10

◇立石の再開発について.......................................................... 11

◇タウンマネジメントの検討について.............................................. 11

◇猫を捕獲した際の対応について.................................................. 12

◇堀切駅前商店について.......................................................... 12

◇中学生の自殺について.......................................................... 12

◇災害用ボートの普及について.................................................... 12

◇高齢者支援について............................................................ 13

◇人口増加に対する住環境の整備について.......................................... 13

◇菊芋の周知について............................................................ 13

（２）平成３０年１０月２８日（日）会場：新小岩北地区センター.................... 14

◇垂直避難について.............................................................. 14

◇新小岩公園高台化について...................................................... 14



2 

◇新小岩の私立保育園の建設トラブルについて...................................... 15

◇区議会議員選挙について........................................................ 15

◇放射線治療ができる病院について................................................ 16

◇新金バス路線の平日運行と新金線客線化の現状について............................ 16

◇ふれあいまつりについて........................................................ 17

◇地域の施設（避難所等）の整備について.......................................... 17

◇新小岩駅北口から一之江駅行きのバスの増便について.............................. 18

◇新小岩北地域複合施設について.................................................. 18

◇フードフェスタについて........................................................ 19

◇バスの充実について............................................................ 19

◇東京拘置所について............................................................ 19

◇新小岩公園高台化について...................................................... 20

◇新小岩駅緩行線へのホームドア設置について...................................... 20

◇新小岩公園高台化について...................................................... 20

◇新小岩公園高台化について...................................................... 21

◇まちづくりへの愛について...................................................... 21

◇区議会について................................................................ 21

◇イベントの告知について........................................................ 21

（３）平成３０年１０月２９日（月）会場：金町地区センター........................ 23

◇災害対策における協働のありかたについて........................................ 23

◇道路の混雑解消について........................................................ 23

◇若い人が住みたくなるまちについて.............................................. 23

◇自転車乗車時のマナーについて.................................................. 24

◇ホームレスについて............................................................ 25

◇小・中学校の建替えについて.................................................... 25

◇水元公園桜堤のあじさい植樹について............................................ 26

◇非核平和都市宣言について...................................................... 26

◇区施設の改修・修理について.................................................... 27

◇避難所となる学校体育館の整備について.......................................... 27

◇アートプロジェクトについて.................................................... 27

◇学校体育館における避難所としての機能について.................................. 28

◇自宅避難時の食料や水の確保について............................................ 28

◇鎌倉公園プールに関する説明会について.......................................... 28

◇直下型地震の対応について...................................................... 29

◇特殊詐欺やいじめに関するキャンペーンについて.................................. 29

◇東京理科大学との教育的連携について............................................ 30

◇鎌倉公園プールについて........................................................ 30



3 

◇不登校に関する相談先について.................................................. 31

３ ご意見提出用紙でいただいた意見に対する回答・経過報告 ��������������������������������������� 32 

（１）堀切地区センター.......................................................... 32

（２）新小岩北地区センター...................................................... 34

（３）金町地区センター.......................................................... 36

４ 資料等 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 40 

（１）アンケート................................................................ 40

（２）アンケート集計結果........................................................ 41

（３）当日配布資料.............................................................. 43



4 

１ 平成３０年度区民と区長との意見交換会の概要

（１）テーマ

協働でつくる安全・安心なまち「ふるさと かつしか」

（２）開催日時・会場

月 日 時 間 会 場
参加者数

（人）

質問数（件）

当日
ご意見

用紙

10 月 25 日

（木）

午後 6 時 30 分

～8 時 30 分
堀切地区センター 53 23 8 

10 月 28 日

（日）

午前 10 時

～正午
新小岩北地区センター 42 20 6 

10 月 29 日

（月）

午後 6 時 30 分

～8 時 30 分
金町地区センター 58 19 12 

合計 153 62 26 

（３）飾区側出席者

区長、副区長、教育長

（政策経営部） 政策経営部長、シティセールス担当部長、

政策企画課長、協働推進担当課長、広報課長、すぐやる課長

（総 務 部） 総務部長

（地域振興部） 地域振興部長、危機管理・防災担当部長

（都市整備部） 都市整備部長、都市施設担当部長、立石街づくり担当部長

（４）会議次第

①区長挨拶（要旨のみ掲載）

②協働事例の紹介（ＤＶＤ）

③意見交換
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（５）区長挨拶（要旨）

たくさんの皆さんにご出席をいただき、本当にありがとうございます。 

 今年度行った世論調査の中で、最も関心の高い課題としてあげられたのが災害対策で、

交通問題の解決、高齢者支援、子育て支援と続いております。 

 災害対策については、飾区では地震のほか水害の可能性があります。最近の大型化す

る台風などの状況を考えますと、飾区を含んだ５区に住む２００万人を超える方が避難

をしなければならない可能性があるという結果も出ております。区では東日本大震災や西

日本豪雨の被災地へ職員の派遣をしており、私も岡山県倉敷市真備町への視察に行きまし

た。その際、被災者の方のお話もお聞きし、地域の皆さんで声をかけ合うことが大切であ

るということを強く感じました。 

飾区の備えとしては、河川堤防と地盤の強化、橋の架け替え、駅周辺の再開発やまち

づくり、学校をはじめとした公共施設の建替えを進めています。また、総合防災訓練では、

自衛隊と連携し、江戸川に橋をかける訓練を実施いたしました。それぞれのまちで行って

いただいている防災訓練も大変重要です。 

 次に高齢化の問題ですが、飾区では特に特別養護老人ホームの整備に力を入れており、

現時点では２３区で整備率がトップ、認知症高齢者グループホームの整備率も上位です。

また、飾区では健康寿命を延ばす取り組みにも力を入れています。  

少子化対策について、最近では待機児童の解消が大きな課題でしたが、保育園の新設に

伴う定員増などにより、待機児の数が４年前の２５２名から、今年は６４名まで減らすこ

とができました。しかし、子どもを預ける方も増えてきているので、今後も保育園を整備

しなければなりませんし、保育の質を高める取り組みも進めていきます。 

 また、交通の問題に関しては、新金線の話が盛んに取り上げられるようになってきてい

ます。ＪＲ東日本の駅の中で、５年間で乗降客が増えた割合では、金町は８位、新小岩も

４３位とかなり上位です。それだけ魅力的なまちになっているのだと思います。したがっ

て、新金線については、採算の可能性も含め検討を進めています。さらには、区内全体の

バス網の充実にも取り組んでいます。 

飾の人口は２０１５年に４４万３，０００人でしたが、２０１８年１月には４６万を

超え、合計で１万７，０００人増えています（※）。また、冒頭にお話しした世論調査の

中で、飾区に住み続けたいと回答した方が８４．５％でした。ぜひこれからも飾区内

に住み続ける方が増え、区外からも飾で子育てをしたいという方がたくさんおいでいた

だけるようなまちにしていきたいと思っています。そのために皆さんからも色々なご意見

をいただきながら、飾区がこれからも成長を続けるために頑張っていきたいと思います

のでよろしくお願いします。 

※平成３１年１月１日現在 ４６万２，５９１人
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２ 意見交換の記録

（１）平成３０年１０月２５日（木）会場：堀切地区センター

◇浸水時の緊急避難場所について

区内に２４０カ所、堀切には２１カ所の避難場所があるとホームページで見たが、「わ

たしの便利帳」のようなものに載っているのか。また、どの段階で、その避難場所を使用

できるのか、避難場所自体の許容量はどのくらいか教えてほしい。「この地域の人はこの

避難場所を使うように」という指導をしていただいたほうがいいと思う。 

（区長）  

 避難についてはケース・バイ・ケースで、例えば先日、江東５区で発表した大型台風や

高潮など、１０００年に１度程度の大きな災害の際は、３、４日前から区外に避難を促し

ています。一方で、突然の集中豪雨等の際は異なる対応が想定されています。 

 避難も多様な方法を考えなければならず、避難するビルの指定をさせていただいている

ところもあれば、学校や地区センター、マンションが避難場所となり、ピクトグラム（避

難できる場所であることを示す看板）がついているところもあります。ただし、全区民が

順番に避難をするということではなくて、どうしても他へ避難できないような状況になっ

たときに、指定されたビルに避難をするということになります。その都度情報を収集し判

断をして避難をすることになるかと思います。もちろん多くの方に知ってもらうことも大

事ですので、これからも、広報や町会を通じての周知も続けていくと同時に、様々なケー

スに応じた対応を進めていきたいと思っています。 

（経過報告） 

大規模水害時の避難所はホームページ以外に記載されているかについて、洪水緊急避難

建物には入口等の目につく場所にピクトグラムプレートを貼る、出水期にあわせて広報か

つしかで水害についての特集を掲載するなど、避難方法の周知を行っている。さらに、２

０１９年度には、ハザードマップの見直しにあわせて、洪水緊急避難建物を掲載する予定

である。

 洪水緊急避難建物は、逃げ遅れて危険が目の前に迫っているときに、命を守るために避

難する施設である。氾濫する河川や決壊する場所によって浸水深が異なることから、その

時の状況により、利用できるフロア数も異なる。区では今までも広報紙や区ホームページ、

職員出前講座等を通じて水害時の避難について周知を行ってきたが、今後も引き続きあら

ゆる手段を通じて周知を図ることとしている。
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◇防災行政無線の改善について

行政の防災無線が非常に聞こえづらい。現状１３１カ所に設置されているものをさらに

増やす、また、クリアに音が聞こえるようなアナウンスをするなど、防災行政無線を聞き

やすくしてほしい。 

（区長）  

現在ビルが増えたことにより昔よりも音が聞こえにくくなっています。そのため、デジ

タル式に変更したり、反響しないように流すタイミングをずらしたりする等、様々な取り

組みをしています。それでも最近は、音がぶつかってしまったり部屋の遮音性が高かった

りと聞こえないケースも出てきています。そのため、防災行政無線の役割は、有事の際に

サイレンを鳴らし何かあるということを知っていただき、その後皆さんにかつしかＦＭや

スマートフォン、テレビ、町会への伝達など、様々な形で情報を収集してもらうよう考え

ています。現状では、防災行政無線を強化するだけではなく、町会に防災情報サービス端

末をお渡しするなど様々な手段で、情報を収集できる状況をつくっていきたいと思います。 

◇学童保育クラブとわくわくチャレンジ広場について

 小学生の放課後の時間について、現在、区では学童保育クラブを各小学校の敷地内に設

置しており、学童保育クラブの待機児の減少も可能になり、若いお母さん方の社会進出の

促進にもなると思っている。一方で、わくわくチャレンジ広場は地域のボランティアで運

営されている。専門職の指導員がいる学童保育クラブと地域のボランティアが見守り活動

をしているわくわくチャレンジ広場が、同じ敷地内で過ごすことに対して心配がある。そ

こで、現在実施中の３０校の中で良かった点と解決が必要な課題を、まだ設置されてない

学校の学校地域応援団に情報を流していただきたい。 

（区長） 

学童保育クラブは現在、基本的には対象を６年生までに拡大して実施しています。あわ

せて今お話のあったわくわくチャレンジ広場があります。学校のスペースが足りないとい

う状況もあり、残り１９校はまだすぐにはできない状況でありますが、子どもたちが、学

校で学んだ後でも、小学校の中で過ごしていけるように進めています。今年度は、宝木塚

小学校で夏休みにも子どもを見守る取り組みを行い、大変多くの皆さんに喜んでいただい

たところです。 

さらに今後は、わくわくチャレンジ広場と学童保育クラブを一体化し、子どもたちが一

緒に遊んだり、学んだりできるような状況をつくっていきたいと思います。それぞれの学

校で場所や人の問題がありますので、これまでのケースを踏まえながら、各所に情報提供

もして、その場所で一番いい方法を見つけていきたいと思います。 

◇猫の対策について

 他地区では無償で子猫を拾い飼育する行政区もあるということを聞いたが、飾区はど

のようなものを考えているか。 
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（区長）  

猫については、捨て猫も多く、そのままにしておくとどんどん増えてしまうため、区で

も猫の避妊について補助をしています。２３区の中でも検討していますし、様々な協議を

しながら、今進めているところです。 

◇公園の砂場について

公園の砂場を覆う金網について、猫避けという建前での設置だと書かれているが、実は

猫が安心して排尿・排せつ物を行う場所となっている。何か対策を考えたほうがいいと思

う。 

（区長） 

公園の砂場の問題については、柵をすり抜けてしまって、中で排せつをするなどで砂場

が汚れるという話を聞きます。様々な対応を今進めていますので、きれいな砂場で遊んで

いただけるように努力をしていきたいと思っています。 

◇子どもたちの遊び場について

遊休地を活用し、子どもたちの遊び場を考えていただきたい。 

（区長）  

 遊び場で今よく問題になるのは、野球やサッカーなどのボール遊びをやりたいという声

が多くあることです。そこで、区内では外側にネットを張るなど、ボール遊びができる場

所の整備を進めています。ボールが飛んでほかの人がけがをするのも困りますので、きち

んと管理しながら、子どもたちが比較的安全に遊べる場をつくるための取り組みを様々な

形で進めています。 

◇堀切地区への図書館の新設について

堀切地区に図書館はできるか。地区センターは高齢の利用者が多く利用ができないこと

があった。飾区基本計画では区立図書館の整備が記されているが、堀切に図書館をつく

ることは計画の中に含まれるか。 

（区長）  

飾区は比較的、図書館が充実しています。例えば金町にある中央図書館は２３区でも

最大規模の図書館で、設備も充実しています。そのほかに１１カ所あり、堀切近辺では小

菅につくりました。区内全体を見れば多くの図書館がありますので、ぜひ、そういった図

書館を使っていただきたいと思っています。また、小学生、中学生対象に別の場所の勉強

部屋をつくることも検討しています。現時点では、堀切地区に図書館をつくる予定はあり

ません。  
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◇ＤＶ被害者（大学生・高校生）のケアについて

大学生や高校生のＤＶ被害者のための保護はあるか。大学生や高校生のＤＶ被害者をも

う少しケアしていただきたい。 

（区長）  

ＤＶについては人権の問題としてきちんと捉えるべく取り組みを進めています。男女平

等推進センターの中で相談を受けることができますので、何かあれば相談をしていただき、

皆さんからの意見も踏まえて、これからも取り組んでいきたいと思います。 

◇特別養護老人施設内への多目的施設設置について

西亀有せせらぎ公園の隣に特別養護老人施設が新設されるようだが、施設内に近隣住民

が自由に使える多目的な施設をつくるよう、区から働きかけてほしい。 

（区長）  

現在色々な特別養護老人ホームで、大広間を地域の活動に貸しているところもあります。

しかし、特別養護老人ホームは社会福祉法人の施設ですので、区の施設をそこに入れるこ

とはできません。憩い交流館などは、より多くの皆さんに使っていただきたいので、使い

やすいようにしていきたいと思います。 

◇電磁波について

 電磁波は非常に問題が大きく、一般的には小学校から３００メートル以上離れたところ

にアンテナを建てることになっているが、携帯のアンテナ中継基地が小学校の近くに建て

られていることが多いので、行政で対策すべき。 

（区長）  

 電磁波については、人体への影響の有無について学問的に様々な意見が出ています。区

としては、区民に影響があるものについては、情報を集めながら、必要な対策に努めたい

と思います。現時点では、電磁波は大きな影響がないという意見が多数派ですが、今後も

情報を集めていきたいと思います。 

◇廃品回収車について

 廃品回収車が頻繁に来るので、音量の問題など区として対策を練ってほしい。 

（区長）  

 廃品回収そのものはリサイクルのために、ぜひやっていかなければいけないものだと思

います。ただし、音がうるさいなどの問題もありますので、それは注意や指導をしていき

たいと思っています。 



10 

◇投票率向上について

 選挙の投票率が非常に低い。飾区として罰金制度のような対策を行うと、投票率も上

がるのではないか。 

（区長）  

 投票率は最近４０～５０％台で、なかなか投票率が上がらない状況です。国によっては

罰金を取っているところもあるようですが、日本ではそのような制度になっていませんの

で、選挙管理委員会を中心に、区民の皆さんにＰＲや投票のお願いをしています。また、

期日前投票でイトーヨーカドーの中に投票できる場所をつくるなど、多くの方に投票して

いただけるようにこれからも努力をしていきます。 

◇捨て猫や猫の虐待について

 捨て猫や猫の虐待が多いので対策をしてほしい。 

（区長）  

 野良猫や捨て猫が多く、なかなか減らないのが現状です。しかし、野良猫であってもき

ちんと避妊をすることによって増えなくなりますので、そのために様々な取り組みをして

います。もちろん、飼い主のマナー向上にも取り組んでいます。 

 動物を大切にするということはとても大事なことで、飼い主の皆さんや野良猫へ餌をあ

げている方との協議も進めている町会も出てきています。きちんと対策をとることによっ

て、犬猫も幸せに暮らすことができます。今後も対策を進めていきたいと思っています。 

◇避難所の整備について

 区が出している洪水のハザードマップによると、避難勧告時には、ほぼ全ての避難所が

利用不可になる。その中には小・中学校も多く含まれており、避難場所として使えない状

態であるため、区庁舎の建替えより、学校などの地域の避難場所の改修を進めてほしい。 

（区長）  

現在、学校も順次建替えを進めるようにしています。現在建替えを終了している学校や

建替え中の学校、建替え予定の学校など様々ですが、着々と進めています。耐震補強をし

た上で、使いやすくしていきたいと思っています。 

 あわせて災害対策拠点になる区の庁舎も、本館、議会棟は建てられてから５６年になろ

うとしています。災害対策拠点としての機能強化の課題などから建て替える必要があるた

め、準備を進めています。道路・堤防・まちづくりなど、全ての面で安全で安心なまちを

つくるための取り組みは並行して行わなければなりません。何は先で、これは後と決める

のではなくて、並行しながら必要なものを進めていきます。 



11 

◇立石の再開発について

 まちの賑わいを創出し、防災性の強化を図ることが再開発の目的とされている。しかし、

今でも、飲み屋街や商店街など個人で営むお店を目当てに多くの人が区外から来て、立石

は相当賑わっているまちだと思う。それを再開発で超高層ビルにしてしまうと維持管理費

が高くなり、ほとんどの店は閉店してしまい、街の賑わい創出には逆効果だと思う。仮に、

再開発ビルにチェーン店などが多く出店しても、地域に還元される利益は減るため、経済

的にマイナスになるのではと思う。防災面では、確かに今の立石はハード面では不安な点

はあるが、一番大事な地域の繋がりが、タワーマンションにすることにより薄くなってし

まうことが懸念される。 

（区長）  

 再開発に関して、これまでも、亀有や金町などで行われ、現在は新小岩でも進められて

います。亀有の例では、立石の駅前と同じように、駅前に飲み屋が集中している場所があ

りました。これを皆さんで協議をしてビルを建て、住宅も建ち、総合スーパーも出店され

ました。今も亀有のまちは下町として賑わっています。それぞれの商店街が下町の象徴で

もある「こち亀」を生かしながら、住みやすいまちをつくっているところです。金町も再

開発が進み、南口には駅前広場が、北口にも理科大ができ、様々な形で整備が進んできて

います。道路の整備も進んでいます。あわせて近隣の商店も活性化が進んできます。多く

の皆さんが望んでいることは、安全であること、賑わいもあること、みんなが住みやすい

まちであることなど多岐に渡ります。 

 現在、立石でも、北口と南口で、それぞれの地権者の皆さんや地域の皆さんが協議を進

めて、安全で安心なまちをつくりながら、あわせて賑わいのある、昔からの立石のよさを

残したまちをつくろうということで努力をしていただいています。簡単なことではありま

せんが、みんなで協議をしながら進めていくことがとても大事だと思います。 

◇タウンマネジメントの検討について

 最近はミニ開発に携わる業者が悪質化し、建売住宅も道路遊び前提の無配慮な売り方を

している。また、買い物弱者が急増しているため、タウンマネジメントの検討をしてほし

い。 

（区長） 

 まちづくりは大事であり、都市計画、開発用途地域、容積率、建蔽率、様々なことにき

ちんと対応していかなければいけないと思います。あわせてそこに住む人たちや地主さん

と協議をして、良いまちをつくるようにしていかなければいけないと思っています。柴又

の重要文化的景観はとても高く評価をされましたが、地元の人たちが２０～３０年前から

自分たちで協定をつくるなど自主的な取り組みをしていただいています。自分たちで協議

をすることでまちを良くすることはできますので、単なる規制だけではなく、みんなで協

議をしながら飾を良いまちにするように、これからも努力をしていきたいと思っていま

す。 
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◇猫を捕獲した際の対応について

猫を捕獲したときにはどこに連れて行ったら良いか相談したい。 

（区長） 

猫も生きていけるような対策はとらなければいけませんが、捨てられた猫を引き取る場

所がないのも現実です。多くの方はご自分で引き取り先を見つけたり、または餌をあげな

がら避妊手術等をされたりしています。東京都の動物愛護相談センターが世田谷にありま

すが、都全体でもそこしかなく、簡単にどこかで引き取ってくれるという状況にはなって

いません。多くの方が猫を捨てないような状況をつくるべきだと思いますし、避妊を進め

ていきたいと思います。また、動物を大切にする取り組みも行っていきたいと思います。 

◇堀切駅前商店について

都道上の北側のところに、間口の狭い店構えの店舗が２０程度ある。３年前に東京都と

飾区が精査したようですが、下水管を埋めて歩道を広くする、３階建の建物にして保育

園をつくるなど進めていただきたい。 

（区長） 

 都道の北側の水路については、何十年間にわたり、その課題に取り組んでいます。現在、

東京都と協議をしています。状況については適宜に報告をさせていただきますが、現状で

は、なかなか解決に至りません。道路は狭く、においがするというような話も出ています

ので、解決に向けて努力したいと思います。 

◇中学生の自殺について

中学生の４年前の自殺の問題の進捗状況はどうか。 

（教育長） 

子どもの命を亡くすということは本当につらいことで、教育の敗北だと、私は思ってい

ます。区としては調査委員会を立ち上げて、いじめの事案ではないというような判断をし

ました。しかし、本人が苦痛に感じたらいじめであると国の法律でも定められていますの

で、その後、区長が先頭に立ち、いじめであることを認めました。当初、いじめではない

と判断したことについて親御さんに謝りました。私どもとしては、決していじめが起こら

ない区にするため、一生懸命取り組んでいます。 

◇災害用ボートの普及について

今年６月１０日に行った防災訓練を継続して、さらに規模を大きくしてほしい。自助と

いう面では、町会でも購入しているボートを普及させていただきたいと思っている。 

（区長）  

水害対策はとても大事です。そしてみんなで訓練することも大切ですので、ぜひ今お話
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があったように、継続し、たくさんの皆さんに訓練に参加していただけるような取り組み

を進めていきたいと思います。 

ゴムボートについては、現在、町会に設置をしていただいていますが、そのほか消防団

に対して区からお渡しをしています。また、エンジンのついていないＦＲＰ（ガラス繊維

強化プラスチック）でつくったボートがあります。様々なものを活用しながら、訓練をし

ていきたいです。 

◇高齢者支援について

現役高齢者をどのように支援しているか聞きたい。 

（区長）  

飾区には、人口４６万２，０００人のうち６５歳を超える方が１１万３，０００人以

上いらっしゃいますが、元気な方が増えています。１００歳まで元気に過ごしていただく

ために、表に出ることと体を動かすことを推進するように様々な取り組みを行っています。 

◇人口増加に対する住環境の整備について

区長は人口を増やしたいと言っているが、人口が増えれば保育園や学校が必要になる。

マンションを建てる許可を出すのは区だと思うので、環境をよく整えてほしい。 

（区長）  

マンションができれば保育園、学校、公園、道路、お店など、様々な施設が必要ですの

で、整えていきたいと思っています。マンションの建設は、基本的には民間業者が行うこ

とですが、きちんと指導もしながら、町会に入っていただくためにお願いをすることやマ

ンションの中に集会室をつくってもらうなどの指導をさせていただいています。そこに住

む方が暮らしやすい環境をつくるための取り組みをしっかりやっていきたいと思います。 

◇菊芋の周知について

飾区に菊芋という野菜を広めたいと思っている。販売したり伝えしたりする場所はあ

るか知りたい。 

（区長） 

 現在、飾区内で菊芋をつくっていらっしゃる方がいます。直売所というところがあり、

そこで販売もしています。たくさんあるようでしたら、ぜひ近隣の方に紹介していただき、

皆さんで食べていただけると良いのではないかと思います。
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（２）平成３０年１０月２８日（日）会場：新小岩北地区センター

◇垂直避難について

 新小岩地域では、災害時に個人や家庭でまずは自分の身を守ることを重要視している。

しかし、高齢者や身障者などは避難所に行くことができないかもしれないので、救済でき

るような方法がないかと考えている。そこで、クイック垂直避難というが、近隣の共同住

宅、マンション、公共施設、学校などを選定して、協定を結び、いつでも何かあったらそ

こへ逃げることができるようにしてほしい。 

（区長）  

ご自分で準備をしようということは大事なことです。区からは、備蓄の物資を１週間準

備することやローリングストック（日常的に利用できるストック食材を多めに購入し、古

いものから使い、使った分を補充すること）、また家族で会議を開いて、いざというとき

みんなでどうするかを話し合うことをお願いしています。 

 新小岩のエリアはゼロメートル地域だと言われており、地震・水害の際には避難をしな

ければならない可能性も高まります。遠くに避難できないときに垂直避難をするため、施

設を指定してほしいというお話をいただきましたが、現在、区の施設はもちろん、ＵＲ賃

貸住宅、都営住宅などと既に協定を結んでいます。あわせて、地域の皆さんにはマンショ

ンとの協定を結ぶことについてお願いをしています。避難をするところには、ピクトグラ

ムを貼るようにするほか、様々な機会を通じてお知らせしていきたいと思います。 

 そのほかにも、個人や町会での準備もありますし、行政が防災訓練やまちづくりを通し

て進めることもあります。ご提言については積極的に対応していきたいと思います。 

◇新小岩公園高台化について

新小岩公園を壊して１０年間使えなくなると言われているが、今も様々なイベントが行

われており思い出もたくさんある。高台化を撤回してほしい。 

（区長）  

今、飾区では、区内の公園８カ所に高台をつくる予定です。高台は、物品の集積場所

や避難場所として使用できます。他の６カ所については完成しており、新小岩地区は７番

目です。 

荒川の堤防強化にあわせて新小岩公園も高台化できないかと議論をしてまいりました。

地元の皆さんからは、様々なイベントで使っているなどの話をお聞きしておりますので、

例えば全面高台化なのか一部高台化なのか、工事期間にも一部使用できる部分を残すのか

など、様々な検討を進めているところです。いただいたご意見も踏まえて検討していきた

いと思います。  
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（処理経過）  

新小岩公園は、災害時の広域避難場所として指定されているとともに、平成２

３年に改訂した都市計画マスタープランでは、水害対策として高台による避難場

所の整備が位置づけられている。また、本公園は、お花見やイベントの開催、野

球等のレクリエーション・スポーツの場として、地域の方々に親しまれ愛される

公園でもある。このため、こうした利用が継続できるような高台の規模や位置、

公園の改修内容など、皆様の意見を踏まえながら本公園の防災機能の強化を検討

していく。

◇新小岩の私立保育園の建設トラブルについて

新聞等で話題になっていた新小岩の私立保育園について、来年度は開園できるのか。 

（区長）  

去年、新小岩で保育園の建設トラブルがありましたが、来年の４月の開設に向け、東新

小岩六丁目と東新小岩一丁目において整備が進められています。結果として、区内全体で

４００名程度の定員増を今考えており、引き続き待機児童ゼロを目指していきます。 

◇区議会議員選挙について

 また、平成２９年１１月の区議選挙について最高裁で話し合われているが、区選管と都

選管の問題だけでは終わらせず、区としても関与してほしい。 

（区長）  

 区議会議員の選挙において、最下位の方と落選した方が１票差だったということがあり、

現在高等裁判所で争われています。本件については、区選管と都選管それぞれの考えに対

して、裁判所の判断がありますので、それに沿って進められるものと考えています。 

（処理経過）  

平成29年11月12日執行の飾区議会議員選挙で、次点となった候補者が同月21日に区選

管へ異議申出書を提出し、区選管は12月14日に異議申出を棄却した。これをうけ、次点の

候補者は、同月25日に都選管に当選の効力に関する審査申立書を提出し、都選管は、平成

30年２月３日に全投票の開披点検を実施した。開披点検の結果、次点の候補者の得票数が

最下位当選人の得票数を１票上回ったため、都選管は同月21日に、区選管の棄却決定の取

消しと最下位当選人の当選無効を裁決した。 

最下位当選人は、都選管の裁決を不服として、３月22日に東京高等裁判所に裁決取消を

請求する訴訟を提起し、東京高等裁判所は７月25日に最下位当選人の請求を棄却する判決

を言い渡した。これをうけ、最下位当選人は８月６日に上告受理申立書を最高裁判所に提

出し、最高裁判所は12月11日に上告不受理を決定し、東京高等裁判所の判決が確定した。 

区選管は12月14日に臨時会を開催し、最下位当選人の当選無効を告示、同月21日に飾

区議会議員選挙更正決定選挙会を開催し、次点であった候補者を当選人と更正決定した。

また、同日に当選証書付与式を行い、当選人に当選証書を付与した。 
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◇放射線治療ができる病院について

飾区内の病院には、前立腺がんに対する放射線治療の設備がないので、飾でも放射

線治療を行えるようにしてほしい。 

（区長）  

 青戸の慈恵医大飾医療センターでは、平成２８年１月から放射線治療ができるように

なりました。ただし、放射線治療も様々な種類があり、慈恵医大の場合も新橋の本院にて

行う放射線治療もあるそうです。都内には多くの病院があるので、設備のある病院で治療

を受けていただくようにお願いします。ただし、救急については飾区内ですぐ対応でき

る体制が必要だということで新小岩に病院を誘致いたしました。そのことにより、区内全

体の救急体制が整ってきています。その他、亀有や堀切にもリハビリの病院ができ、飾

赤十字産院もより良い医療環境を実現するため、新宿に移転することが決まりました。ど

の年代の方に対しても対応できる医療体制の構築について、今後も進めてまいりたいと思

います。 

◇新金バス路線の平日運行と新金線客線化の現状について

新金バス路線の平日運行について、平成２６年に社会実験を行い、土日・祝日運行が軌

道に乗ったが、その後の継続的な発展がないので、平日運行を実現させてほしい。また、

金町駅と新小岩駅は乗降客者数が増加していると聞いているが、バス路線とあわせて新金

線客線化の検討状況についてお伺いしたい。 

（区長）  

新金バスについては、少し時間がかかっていて申し訳ありませんが、具体化に向けて検

討しております。 

 ＪＲ東日本の駅が１，６００以上ある中で、ここ５年間で乗降客が増えている割合とし

て、金町駅が第８位、新小岩駅が４３位と、大変高い伸びを示しています。それだけ魅力

的なまちになっており、新金線の可能性も高まっているのではないかと思っています。 

 新金線の旅客化については、３０年ほどの間様々な検討が行われていますが、実現可能

性は低いものでした。しかし、ここ数年で状況が変わり、ＬＲＴ(軽量軌道交通)に対する

国の支援、飾区全体の人口の増加、金町駅・新小岩駅の乗降客の増加など、色々な要素

が加わったことから、再度検討をしようということで、調査を進めているところです。あ

わせて、国土交通省やＪＲ東日本、東京都にも協議や要請をさせていただき、色々な方と

一緒に検討を始めているところです。鉄道は簡単ではありませんが、しっかりと検討を進

めて実現に向けていきたいと思います。 

（経過報告）  

新金バス路線（新金 01 系統）は、「バス社会実験」実施後の平成 27 年度から土曜休日

限定で、本格的に運行を開始した。区ではその後、平日運行について、バス事業者や警察

などと協議を続けているが、新小岩駅南口駅前広場や平和橋通りが平日の朝夕のピーク時
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間帯に混雑していることから、新小岩駅東北広場の発着路線を検討している。なお、バス

の運転手不足や小岩駅と金町駅を結ぶバス路線（小 55 系統）と柴又街道で競合すること

などの課題もあることから、解決に向けてバス事業者との協議を継続して行っているとこ

ろである。 

◇ふれあいまつりについて

 長年「ふれあいまつり」は４万人の入場者がある一大イベントだったが、なくなって少

し寂しいという話も聞いている。各自治町会の役員の高齢化により、当日の機材用具の調

達が労力的な面で難しいという事情により中止のやむなきに至った。現在、地域振興部と

話し合いながら、「ふれあいまつり」に代替するような行事ができればと考えている。 

（区長）  

 「ふれあいまつり」は区内各地で行われていますが、運営に苦慮しているところも出て

きています。一方で、若い方がたくさん参加して非常に盛り上がっているところもござい

ますので、各所の例を参考にしながら自治会の取り組みを支援するよう地域振興部にも話

してあります。区の支援はこれからも続けてまいります。 

◇地域の施設（避難所等）の整備について

 先ほど区長の話の中で区庁舎建替えの話が出たが、以前耐震化しており、これからも十

分使える庁舎と思っている。地域で避難所となる小学校・中学校、区の施設、都の施設な

どを優先的に改善してほしい。 

 先日、イベントで新小岩の学び交流館を訪れたが、建物は古く使いにくい。エレベータ

ーもなく、体育館では雨漏りも発生していた。老朽化しているところも惜しまないで整備

をしてほしい。 

（区長）  

区には４００を超える建物があります。それらについて順次改修・建替えを進めていき

ます。築２０～３０年の建物については大規模改修を行いながら、きれいな形で使ってい

くようにしたいと思います。一方、６０年を一つの目安にし、順次建替えをしていきます。

学校については、当初６校を設定し改築を進めてまいりました。続く７校についても準備

を進めているところです。学校の建替えや修繕の基金としては、既に５００億円弱積み立

てていますので、順次進めてまいります。そのほか、橋の架け替えや公共施設の建替えも

着実に進めて、安全で安心なまちにしていきたいと思います。 

 また、総合庁舎についても平成２０年から基金を設立し、既に１２５億円ほど積み立て

ています。２３区内でも、ほぼ同時代に建った庁舎は、東日本大震災の状況などを踏まえ、

建替えが進んでおります。本区はもともと地盤が少し弱いため、学校・庁舎・その他の施

設など、古いものから順次建替えを進め、あわせて、使いやすいようにリニューアルして

いきます。災害の際には避難ができるように、また災害の際の司令塔としてしっかり機能

できるように、多くの皆さんが安心できるよう整備を進めてまいります。 
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◇新小岩駅北口から一之江駅行きのバスの増便について

 江戸川区との区境を運行している新小岩北口から環七経由一之江駅行きのバスの本数が

少なく、とても困っている。ご近所の皆さんと一緒に区長宛てにバス路線増便に関する署

名２５６筆を添えて去年の８月１日に要請し、また、京成バスの本社や東京都にも同じよ

うに要請をしたところだが、全く変わらない。飾区としても補助金を出していただいて

福祉としてのバス運営をお願いしたい。 

（区長） 

 バスは本当に大事なことです。飾区ではこれまでも１，０００万円単位のお金を支出

してバス社会実験を実施しました。その結果、実際に運行が可能になれば、未来にわたっ

て運行ができるようになります。いろんな形で交通について支援させていただいています

が、今後どういう形で進めていくのか様々な議論があろうかと思います。ご意見を受けと

めて、これからも飾区内全体のバス交通充実に向けて取り組んでまいります。 

◇新小岩北地域複合施設について

児童館は、誰でも行けて、専門職が子どもたちの要望に応えてくれる、とても重要な施

設だと思う。しかし、既に新小岩の児童館は廃止され、今度新しくできる複合施設には児

童会館のスペースがない。子どもが使用する場合にも、他の予約がない場合にのみ使える

ということで、子どもたちがいつでも行けるという場所ではなくなる。区の説明会でも、

中・高生のスペースをつくってほしいという意見は毎回出され、署名も出されているため、

住民の意見や要望をぜひ真摯に受けとめて区政に反映してほしい。 

（区長） 

 現在、区では子育て支援に力を入れており、学童保育クラブを増やすとともに、対象学

年も拡大したことで、多くの親御さんに喜んでいただいています。お子さんも、学童保育

クラブやわくチャレを利用することで、放課後も学校の敷地の中で元気に遊び、学べてい

ます。 

 現状、０歳から２歳くらいのお子さんの場合、保育園や児童館で遊び、そして学んでお

り、その数は増えています。一方、学童保育クラブやわくチャレの整備により、小学生の

児童館の利用は減ってきています。しかし、遊ぶ場所がないということでは困りますので、

これからも様々な対応をしていきます。 

 新小岩の複合施設では、様々な方が学んだり遊んだりできる場所として、幅を広げてい

きたいと思っています。小学生がいる場所がないというお話がありましたが、いつ来ても

遊ぶ場所があるように確保していきたいと思います。 

 これから社会はどんどん変化していきます。その変化の中で、様々なご意見もいただき

ながら、多くの子どもたちが安心して生活でき、そして学ぶことができる場所をつくって

いきたいと思います。 
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◇フードフェスタについて

フードフェスタの出店料が考えられないような金額で、非常に出店しづらい。専門の業

者に丸投げせず、区が運営してほしい。 

（区長） 

地域のイベントの場合には、比較的経費が少ないということもあり、ほとんど出店料は

取っておりません。一方、フードフェスタの場合は、火や水を使い相当の経費が掛かるこ

とから、必要な経費の１～２割を出店料として取らせていただいています。このような形

で出店料を取っているのは区のイベントの中でもフードフェスタだけですが、その代わり

設備も整えて、多くの来場者に安全で安心な食べ物が提供できるようにさせていただいて

います。 

◇バスの充実について

 旅行会社が企画した新金貨物線をお座敷列車として走らせるイベントに参加した。単線

ということで工夫は必要だが、全然乗れないという感じではなかった。また、新小岩から

金町に行くバスについても、平日は何本か走らせてほしい。また、コミュニティバスを企

画してみてはどうか。 

（区長） 

新金線のイベント列車については、私も見させていただいております。新金線利活用の

可能性が広がっていると思っていますので、積極的に進めていきたいと思います。また、

新金バスについては、平日も運行したいと思っていますので、これも進めてまいります。

コミュニティバスについては、バス事業者と協議をさせていただき、どうしたら利便性が

高く、継続性のあるバスを走らせることができるか、検討を進めています。 

◇東京拘置所について

東京拘置所について、かなり大きい施設なので周辺の通行が不便で、災害時の避難所や

イベントにも利用ができない。２３区内にはあれほど大きな特殊施設は必要ないと思う。 

（区長） 

飾区には、国や都の施設が複数あります。東京拘置所については、法務省とも様々な

協議をしていますが、被告人を移送する場合に高等裁判所などの近くでなければならない

ため、小菅に設置しています。東京拘置所は、特別養護老人ホームや住宅の整備などで地

域還元していただいています。現時点では、地域住民に喜ばれる施設ではありませんが、

必要なものは残していかざるを得ないと考えています。また、付近にある小菅水再生セン

ターは、上部を公園にするなどの活用をしています。 

浄水場や拘置所、下水処理場は東京都全体のために必要なものだと考えています。なる

べく有効活用をし、地元への還元にも力を入れていきたいと思っています。 
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◇新小岩公園高台化について

高台化事業は大型建設の残土を利用して業者が補充をするため負担が少ないと言われて

いたが、いまだに着工できないでいる。区の説明では、残土をそのまま使えないこと、軟

弱な地盤への対策を講じないといけないこと、その２点により、再検討を進めるとのこと

だった。新小岩公園を高台化することなく、検討されている緩傾斜堤防を積極的に使うこ

とができないかという提案をしたい。日常的に重要な公園になっているため、今までどお

り使い続けられるように検討してほしいと思う。 

（区長） 

 区の防災対策の一環として区内８カ所の高台化を図りたいということで区の計画にも位

置づけをしてまいりました。しかし、多くの皆さんに公園を有効に使っていただくという

ことが大前提であり、そのことに影響を及ぼさない方法について検討いたします。また、

緩傾斜堤防をいかに有効に使い災害に備えられるかなど検討していきたいと思います。 

◇新小岩駅緩行線へのホームドア設置について

 新小岩駅のホームドアを緩行線にも設置するようにＪＲに要請してほしい。 

（区長） 

 ＪＲ新小岩駅の快速線ホームでたくさんの方が亡くなることがあり、国や東京都、ＪＲ

本社との協議を進める中で、国、都、区の補助制度を利用して、ホームドア設置が実現さ

れました。山手線以外ではトップを切って実現できるようになりましたが、このことが呼

び水になって山手線以外の駅でもホームドアをつけるべきという機運が高まっています。

そこで、区ではＪＲ東日本に対して緩行線についても早く実施をしてもらうよう話をして

いるところです。ＪＲの方でも徐々にですが実施をしていきたいという方針も出ているよ

うですので、働きかけを強めていきたいと思います。あわせて国や都とも補助金等につい

て協議をして、実現に向けていきたいと思います。 

◇新小岩公園高台化について

 新小岩公園の高台化を全面的に消していただきたい。新小岩公園の桜を残してほしい。 

（区長） 

新小岩公園はもともと工場があったときから私も関わっていたので、都と協議しながら

整備し、本当に立派な公園になったと思っています。しかし、防災対策も必要なことです

ので、緩傾斜堤防も含めて防災対策も実現しながら今の公園が生かせるか検討を深めてい

きたいと思います。 
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◇新小岩公園高台化について

 新小岩地域に公園自体が少なく、あれだけの広大な公園となると新小岩公園だけだと思

うので、高台化によって公園が今までのように利用できなくなることを懸念している。新

小岩地域のまちづくり、まち並みにとって高台化自体が大きなマイナスになると思う。防

災対策は必要だが、新小岩公園を高台化する以外の防災もあるはずなので、専門家や区民

の皆さんの意見、要望も聞きながら、高台化にこだわらずに防災対策も考えてほしい。 

（区長） 

 新小岩エリアには、新小岩駅西側、東側に公園を整備しています。住宅が密集している

地域には公園が必要だという認識のもとに、これからも公園を整備していきたいと思って

います。新小岩公園は、緩傾斜堤防化することによって、広大な公園となる予定です。そ

こでできた高台をどのように生かせるかなど幅広く検討を進めていきます。また、様々な

状況の変化は常にありますので、その都度適切な方法をとって、結果として区民の皆さん

に喜んでいただける公園になり、そして防災対策も実現できることが大事なことだと思い

ます。皆さんのご意見も踏まえて検討を進めていきたいと思います。 

◇まちづくりへの愛について

 まちづくりには愛が必要だと思うがどう思うか。 

（区長） 

私は、飾区を愛し、飾区を良くしたいという思いを私も持っていますし、職員も一

緒になって、飾区を良くしたいという思いで活動していきたいと思っています。そのた

めには、４６万人の区民の皆さんも一緒に、飾区を良くしようということで取り組んで

いただきたいと思います。 

◇区議会について

区民の皆さんには区議会をもっと利用していただき、区議の方は、要望者に対して適切

な助言をしてほしい。 

（区長） 

 行政と議会は一緒に力をあわせて色々な議論しながら、飾区を住みやすいまちにして

いきたいと思っています。 

◇イベントの告知について

このようなイベントの告知はどのようにしているのか、また広報する際に工夫している

ことについて教えてほしい。 

（区長） 

 以前は広報やホームページに載せるだけでしたが、現在はマスコミも含め新聞やテレビ、

ラジオなど、様々なところに情報提供し魅力的だということを発信しています。その結果、
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現在、飾区の話題をテレビや新聞等でたくさん取り上げていただいています。最近では

ＳＮＳを使うことで発信をされる方も増えています。もっと大事なのは口コミです。良い

ものは良い、問題があるものは問題があるということで議論をしながら改善していき、住

みやすい飾をつくっていきたいと思います。 
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（３）平成３０年１０月２９日（月）会場：金町地区センター 

◇災害対策における協働のありかたについて

 地域のことは地域でまず考え、課題を解決することが基本であると思うが、地域ででき

るものが全てだとは限らない。行政の力を借りなければいけないことも当然あるので、そ

のときに要望を出し、ご協力をいただくというスタンスが、自治町会としての形だろうと

思っている。 

 防災対策を進めるに当たっての、区役所、事業者、区民の連携、協働のあり方について

考えを伺いたい。 

（区長） 

 自治町会のあり方については、自主的に任意の団体として活動をされていますので、ま

ずは町会として何をすべきか自分たちで考えていただきたいと思います。防災の場合は、

自助・公助・共助と言われ、自分ができること、町会などの共同体ができること、自衛隊

や区、警察、消防が対応すること、それぞれが連携することによって、災害に対して適切

な対応ができると思っています。ぜひ、自助・公助・共助の考え方のもとに力をあわせて

取り組んでいきたいと思います。また、防災会議などの会議の場でも地域の皆さんに発言

していただいて、今の課題とその対策について、自助・共助・公助のレベルを高めていく

と減災が図れると思います。 

◇道路の混雑解消について

 理科大ができて若い人が増えたことは非常に良いことだと思うが、金町地区センターの

前の通りは道幅が非常に狭く、歩道は混雑して歩けない。バスも双方向で渋滞しており、

路上駐車も多く、非常に混雑している。改善してほしい。 

（区長） 

区でも、金町地区センターの前の通りの混雑解消のため、区の自転車駐車場用地を活用

して歩道をもう一本つくる予定があり、そうしたハード面での取り組みを少しずつ進めて

います。 

◇若い人が住みたくなるまちについて

 若い人が入ってこないとまちは活性化しないので、若い人が住みたくなる魅力のあるま

ちをつくってほしい。それは安心・安全や箱物をつくるだけでなく、魅力あるまちとは何

かをもう一回考えてほしいと思う。 

（区長） 

 確かに色々な意味で若い方が住むことは良いことです。一方で地方では若い人が皆、都

市へ出ていくので大変だという声もあり、飾も地方との交流を多く行っています。地方

でも若い方に住んでもらうまちをつくろうとしていますので、地方と東京が対立するので
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はなく、日本全体が発展していくことが大切だと思っています。若い方、働き盛りの方、

高齢者、みんながバランス良く住んで、そして将来にわたって、安心して働き、子育てが

でき、自分が高齢になったときでも幸せに暮らせるまちをつくることが必要だと思ってい

ます。 

 まちの魅力というのは場所によって様々です。例えば、柴又が重要文化的景観を目指し

て取り組んできましたが、指定を受けるまでの約７年間、文化庁と協議をしたり、地元の

皆さんと調整をしてきました。指定されてからお客様は増えています。区全体でも、花い

っぱい運動などで環境美化に取り組んでいますし、活気を増やすためお祭りやイベントを

行っており、区外からも非常に多くの方に来ていただいています。様々なイベントを通し

て、飾の魅力である人の優しさ、人付き合いの良さなどを知ってもらえるようにしてい

きたいと思います。ハードの整備が終われば良いわけではありませんので、試行錯誤しな

がら一生懸命取り組んで、多くの皆さんにお越しいただけるようにしていきたいと思いま

す。 

 現在、飾区内の子どもの数も少しずつ増えてきています。これからも、飾区に住ん

で子どもを産み、育てたいと思っていただけるような魅力のある街を、皆さんのご意見も

聞きながらつくってまいります。 

◇自転車乗車時のマナーについて

自転車通勤で、高砂、青戸、お花茶屋近辺を通っているが、夜間、無灯火で右側通行し

ている自転車が多く、非常に怖い思いをしている。左側通行が基本なので、自転車通行の

マークをつけることや自転車道の整備をしてほしい。 

 また子どもの自転車の飛び出しも多いので、交通安全ルールを徹底的に繰り返して教育

してほしい。 

（区長） 

飾はほとんどが平地であることなどから、多くの方が自転車を利用されていますが、

マナーの問題につきましては、警察からも言われています。警察と協議をしながら取り締

まることももちろんですが、自転車のマナーを守っていただくため、積極的な取り組みを

始めています。 

 例えば、小学校や中学校では自転車マナー指導の時間をとって、多くの子どもたちに自

転車のマナーや乗り方の指導をしています。中学生には、スケアードストレートという、

スタントマンが実際の事故を再現し、自転車事故の怖さを知ってもらう取り組みをしてい

ます。しかし、子どもは大人のマナーの悪さを見習ってしまうと言われています。そこで、

自転車ナビマークをつけたり、無灯火を警察が取り締まるようにして、多くの大人の皆さ

んに子どもの手本となるような自転車の乗り方をしてもらいたいと思います。また、事故

に対して自転車の保険に入ってもらうことも積極的にＰＲしています。自転車は便利でエ

コな乗り物ですが、事故を起こすと大変なことになりますし、自転車も車ですから道路交

通法の規定があります。左側通行や一時停止の遵守、傘差し運転の禁止などについて、
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様々な形でＰＲするとともに、地域の方々と連携しながら、安全に自転車に乗ってもらう

よう取り組んでいきたいと思います。 

◇ホームレスについて

江戸川河川敷の取水塔付近にホームレスのような不法占拠をしている人が何人も住んで

いる。人がいなくなっても、がらくたがそのまま残っていて、ものすごい悪臭を放ってい

る。また、十何匹の猫も住みついており、水を浄化しているとはいえ衛生上好ましくない。

区でごみ収集を行ってほしい。また、高砂橋の下にも一人住んでいて生活製品を置いてい

る。解決してもらいたい。 

（区長） 

 現在、２３区共同で、ホームレスの皆さんに声をかけて、生活支援をしていく取り組み

を行っており、一時期に比べると人数は相当減っています。これからもホームレスの皆さ

んが自立できるよう支援をしていきたいと思います。 

 江戸川の河川敷は随時きれいにしています。引き続き、上流の区市町村や民間の団体と

も連携をして、ごみを捨てないような取り組みを行っていきます。 

◇小・中学校の建替えについて

防災に関して、区には危機感を持っていただきたい。江東５区のハザードマップについ

ては、作って終わりではなく、行政はどうするのかが問われていると思う。早目に逃げて

ほしいとお願いするだけではなく、いつ起こるかわからない災害に万全の態勢をとるのが

行政の責任だと思う。現在、避難所になる小学校・中学校の体育館は、ほとんどが１階に

あり、建物の老朽化が甚だしい。こういう状態では避難所の役割は果たせない。飾区は

区役所の建替え・移転を優先するためお金を積み立てているが、それよりも水害時の避難

所として、小学校・中学校の建替え・改築をもっと進めてほしい。このことについての教

育長のお考えをお聞きしたい。 

（教育長）  

子どもたちにとって、教育環境は大事で、また、避難所としても全ての学校が避難所に

なりますので、老朽化した学校については、積極的に新しくすることを考えています。そ

の中で、多くの体育館が１階にあることは課題だと感じています。学校全てを一斉に建替

えるのは、物理的に無理だということもありますが、建替えはスピードアップしています。

子どもたちにも、区民にとっても大事な学校について、建替えを積極的に進めていこうと

思っています。 

（区長） 

今、防災対策が大変大事であるというのはおっしゃるとおりだと思っています。 

ハザードマップについては、現在も国や東京都、そして関係機関と連携をしながら、ど

のように避難をするのか検討を進めています。従来から飾区では２３区との防災協定を

結んでおりますが、それ以外にも市川市、松戸市、三郷市、八潮市とは個別に防災協定を
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結んでいて、災害時の避難等についてこれから検討していきます。そのほかにも、全国の

市町村へ応援に行く、また応援していただく体制づくりも進めています。 

 建物については、４００を超える区の施設を、６０年を一つの節目として順次建替える

よう進めています。学校は現在１４校について、着実に建て替えを進めているところです。

費用に関しては、学校の施設整備関係で約５００億円、庁舎の関係で１２５億円など、目

的を決めて、基金を積み立てており、それをきちんと使うことによって、安全・安心で活

気があり、みんなが幸せに暮らせるまちをつくるための取り組みを進めています。区民の

皆さんと一緒に、様々なご意見をいただきながら、着実に進めていきたいと思います。災

害対策に関しては、自助・共助・公助というように、それぞれの皆さんの努力、地域の努

力、行政の努力が相まって初めて適切な対応ができるものと思っています。 

◇水元公園桜堤のあじさい植樹について

十五・六年前から水元公園の桜堤をあじさいできれいにしよう取り組みが始まっており、

多いときは月数回、町会や近隣学校の生徒と協力しながら進めている。地域の人とそうい

う仕事を通して知り合うということは災害対策としても大事なことだと思う。しかし、区

のほうから全長３．３キロのうち、現在植えた１．４キロ以外の部分にはもう植えないで

ほしいと言われた。どうしてそのようなことを言うのか分からない。延長してやらせてほ

しい。そして、都内有数のあじさいロードとして有名になったらうれしい。 

（区長） 

 あじさいの植樹につきましては、私も何度かご一緒させていただきました。今では水元

公園でもあじさいがとても有名になってきています。一緒に応援をしながら、そしてまた

関係する学校とも連携をしながら進めていければと思います。 

 また、日ごろから地域の中で知り合い交流することもとても大事なことで、知っている

方同士ですと、躊躇なく助け合うことができます。ボランティアや趣味の活動など、様々

な形で交流を深めていただきたいと思います。 

◇非核平和都市宣言について

昭和５８年にほかの区に先駆けて非核平和都市宣言をされたことは、飾区の誇りだと

思う。８月の平和の集いには、もっと多くの区民の方が参加して、平和のことを考える日

になっていけば良いと思う。そして、こうした取り組みはこれからも続けてほしい。 

（区長） 

非核平和都市宣言についてはパネルとして設置しているほか、非核平和祈念のつどいや

小中学生に被爆の経験を聞かせることなど、友会（飾原爆被爆者の会）の皆さんとも

連携をしながら、平和についての必要性をこれからも説いていきたいと思います。 
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◇区施設の改修・修理について

 区の施設の中には、区民が趣味の活動やお互いに交流するために使っている施設がたく

さんあるが、いつも満杯で、会場を確保するのが一苦労だ。そのため、区民が利用しやす

い施設を工夫してつくってほしい。また、中には壁紙が剥がれている、タイルが外れてい

るなど老朽化している施設も結構ある。多くの区民が使う施設であるため、修理をするた

めの予算をたくさんつけて、すぐに対応してほしい。 

（区長） 

現在、ほとんどの地区センターが改修を終えており、未改修のコミュニティ施設につい

ても順次改修をさせていただきます。施設は、きれいにして使っていただくことが重要な

ので、引き続き改修を積極的に進めていきたいと思います。 

◇避難所となる学校体育館の整備について

 防災のための学校の整備について、自分の最寄りの避難所は、水害時ハザードマップ上

利用不可になっているので、もっときちんと取り組みをしてほしい。また、区内の小・中

学校の体育館には空調設備もなく、冬に避難することになったら絶対に病人が出るのでは

と思う。東京都はクーラー設備に補助を出す方針を決めたとのことで、一刻も早く全ての

体育館に予算を使ってほしい。 

（区長） 

 学校の体育館の中には暖房器具を設置しているところもありますが、まだまだ十分では

ないので、積極的に進めています。これまで、教室については２３区でも先頭を切って、

冷房設備も整えてまいりました。都がどのような形で補助金を出すか明確でないところも

ありますが、できるだけ早く取り組んでいこうと思っています。避難所は学校だけでなく

福祉施設６６カ所など様々な施設へ避難できるように準備しています。こうしたことのＰ

Ｒにも努めていきたいと思います。 

◇アートプロジェクトについて

近年各地でアートによるまちづくりが行われているが、２０２０年に開催される東京ビ

エンナーレ２０２０に飾区が参加する可能性があるか、あるいは独自にアートプロジェ

クトなどについて考えているか伺いたい。 

（区長） 

東京にはたくさんの外国の方が訪れており、日本の文化を見たいという方も多くいます。

飾にもこち亀、キャプテン翼、寅さんなどで、たくさんのお客様が来ています。文化や

スポーツは観光に非常に有効な手段だと思っておりますので、積極的に取り組んでいきた

いと思います。理科大の施設や周辺の公園の整備にあたり、伊東豊雄さんという著名な建

築家にデザインをお願いしました。また、防災の関係では、坂茂さんという、こちらも世

界的に有名な建築家にご協力いただきました。このように、知見のある方にしっかりと学

びながら、飾区は魅力的なまちだと言われるようまちづくりに取り組みたいと思います。
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ただし、都心と同じようなことをやるつもりはありません。飾下町の良さをどう生かし

て良いまちをつくるか、そしていかに多くの皆さんに来ていただくかを考えて、魅力的な

まちにしていきたいと思います。そのためには皆さんの知恵が必要ですので、皆さんと連

携、協働して取り組んでいきたいと思います。 

◇学校体育館における避難所としての機能について

 私たちの自治会の避難所となる中学校の体育館にエアコンがついていない。音に非常に

厳しい近隣の方がいるため、真夏でも窓をあけられないため、優先的にエアコンをつけて

ほしい。また、敷きマットの数が非常に少なく、備蓄品も１日でなくなるぐらいの量しか

ないので、できれば１週間分ほど用意をしてもらいたい。 

（区長） 

体育館へのエアコン整備については、一斉に整備することはできないかもしれませんが、

重要な課題ですので、積極的に取り組んでいきたいと思います。また、避難所での訓練を

行うと何が足りないか分かってくると思いますので、ぜひ訓練を行っていただき、実際の

状況をふまえたうえで相談させていただきたいと思います。備蓄につきましては、学校に

保管しているものは一部です。そのほかに、区内各所の倉庫にも大量に保管しており、適

宜運び込むことになっていますので、大丈夫だと思っています。 

◇自宅避難時の食料や水の確保について

 災害時に自宅避難し、ライフラインが止まったという場合、備蓄されていないときは援

助が必要だと思う。今の飾区の防災計画の中だと、避難所に行って物資を貰う必要があ

るが、食料や水をすぐ確保できる形をつくってもらうことが大事だと思う。 

（区長） 

各区の災害時における避難状況を見ますと、食料よりも、すぐに困るのは水とトイレで

す。区といたしましては、水は最低限きちんと手配をした上で、現在は、各学校に水が流

れなくなっても使えるトイレを設置しています。自宅避難の場合は、現在３３カ所ある防

災活動拠点で煮炊きしたり、物資を配布したりといった災害対応を行いたいと思っていま

す。 

◇鎌倉公園プールに関する説明会について

 鎌倉公園プール存続の署名が７，５００、シール署名も１，４００ほど区に届いている

はずである。この間、区との６回の説明会、３回の検討会、また１回のプール説明会を行

ってきたが、区の方針をそのまま押しつけられ、非常に呆気にとられている。また、東柴

又小学校プールに機能移転をしても人件費や光熱水費もかかるため、区民は納得していな

い。この件について区との説明会を打ち切られたが、もっと細かいことについて懇談をし

たい。 
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（区長） 

平成２７年から約３年間にわたり様々な議論をしてきました。その中で、様々なご意見、

ご要望もいただきました。今、区内各地にプールができている中で、公園のプールという

のはあまり使われていない状況があり、ほかの公園プールも一部廃止しています。様々な

声を斟酌した結果、鎌倉公園プールについては廃止し、そこにはジャブジャブ池のような

水遊びをする場をつくること、また、プールの機能は東柴又小学校のプールに移し、改修

したうえで、同じような金額でご利用いただくことについて、最終的にお話をさせていた

だいたところです。 

◇直下型地震の対応について

 直下型の地震が起こった際、ビルの場合は１階部分がつぶれかねない。そのため、高い

ビルには縄梯子などをつけるようにしてはどうかと思う。 

（区長） 

 直下地震については、様々な危惧がされています。阪神淡路大震災では、私も現場を視

察しましたが、潰れた建物もあれば、無事な建物もありました。その際に尋ねた範囲では、

耐震基準前の建物はかなり壊れており、耐震基準をきちんとクリアしている建物は比較的

無事であったとのことです。一方で、活断層の真上は被害が大きいなど、様々な研究が進

められ、現在では新しい耐震基準のもと、建物を建てています。また、区内には、四つ木

や堀切など木造密集地域がありますので、火事が起きても延焼しないように公園をつくっ

たり、道路を広げたり、耐火構造の建物にしたり、耐震基準を満たす建物にするなどして

います。それでも大きな地震が来たときには倒れる可能性があるのではないかという話も

ありますが、完全に壊れなければ避難をすることができるとのことです。恐れすぎて普段

の生活に支障が出るのは困りますので、準備を着々と進め、そして訓練もしっかりやって

いきたいと思います。 

◇特殊詐欺やいじめに関するキャンペーンについて

飾区は鍵の盗難が一番多いということを聞いて非常に驚いた。それに対して、飾区

が８月に鍵の施錠を条例で決めたことは、すばらしいことだと思う。そこで、自治町会や

地域に協力してもらい、特殊詐欺との決別宣言、学校と地域と共同にいじめとの決別宣言、

こういうことを大きく扱ってキャンペーンしていただきたい。 

（区長） 

飾区は自転車が盗まれるケースが非常に多く、これをなんとか減らしたいということ

で、条例化して取り締まりをきちんとすること、また、鍵をかけるようお願いすることに

ついて、キャンペーン活動をしています。少しずつ効果が出てきていますので、これから

も積極的に取り組んでいきたいと思っています。特殊詐欺については、これまでもキャン

ペーンという形に近いですが、留守番電話の機械を無償で高齢の方に差し上げてきました。

それ以外の方でも留守電機能を活用していただくよう周知したりするなど、非常に効果的
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だと言われています。そのほかにも、金融機関や無人のＡＴＭなどには、カメラをつけた

り、音声を流して特殊詐欺の話をしたり様々なことに取り組んでいます。それでも、騙さ

れる方が都内全体で増えている状況がありますので、積極的にキャンペーンとしてやって

いきたいと思っています。いじめは、なくすことが非常に難しいということもありますが、

芽を摘んでいく取り組みをしていきたいと思います。 

（教育長） 

いじめにつきましては、本区でもいじめの事件があり、大変反省しております。その中

で、他区に先駆けて、いじめ防止条例を区として定めて真剣に取り組んでいきたいと思っ

ています。また、生徒会でいじめ撲滅隊というものを組織している学校もあります。区と

しても、そうした取り組みを広げていきたいと考えています。 

◇東京理科大学との教育的連携について

 東京理科大学は、非常に大きな知的・教育的な資源だと思っている。そこで、飾区の

青少年学習能力開発の施策として、理科大生に近隣小学生のチューター、学習サポーター

になってほしいと思う。また、ノーベル賞を取った方に講演会をしていただくなどで中・

高生にもアピールできるようなことがあると思うので、教育的な資源をぜひ活用していた

だきたい。 

（区長） 

 東京理科大学の学生には、積極的に飾区の教育に協力していただいています。現在で

も、中学生が理科大生に学べる場をつくるなど、様々な形でお手伝いいただいています。

また、講演会につきましても、藤嶋元学長先生などが子どもたちのために積極的に講演を

していただいています。東京理科大学と協働して、子どもたちが学べる場を今後もさらに

増やしていきたいと思っています。東京理科大学の先生方も飾区の子どもたちのために

頑張りたいというふうにおっしゃっていただいておりますので、積極的に取り組んでいき

たいと思います。 

（教育長） 

 現在、未来わくわく館で東京理科大学の学生が夜間に中学生の勉強を見てくれています。

小学校へ来てほしいという思いもありますが、東京理科大学の学生は勉強が忙しく昼間は

とても暇がないということで、夕方や夜に協力していただいているところでございます。 

◇鎌倉公園プールについて

 鎌倉公園の中にあるプールについて、東柴又小学校に移すから良いのではないかという

話があったが、子どもたちにとっては、学校の中のプールはあくまでも教育の一環として

見ているので、子どもたちは小学校のプールには行かないと言っている。子どもたちの気

持ちを汲んで魅力ある公園プールをなくさないでほしい。 

（区長） 

 鎌倉公園プールは、最盛期には約２万５，６００人利用されていましたが、去年は約６，
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６００人と減っています。区内各地にプールができているということもあります。安い料

金でみんなで楽しめるプールにしたいというお話もありましたので、東柴又小学校のプー

ルに機能移転させていただきます。ただ、お子さんにとって学校というのはあくまでも学

びの場だというお話もよくお聞きします。それについては、学ぶ時間と楽しむ時間は分け

て考えていきたいと思っています。東柴又小学校に機能が移っても、料金は安く使えます

し、設備も整えていきますので、ぜひ使っていただきたいと思います。多くの皆さんに使

っていただければ、ほかの学校のプールも順次開放し、安い値段で楽しんでいただくこと

も考えていきたいと思います。 

◇不登校に関する相談先について

不登校児の定義は年間に３０日以上学校に通うことができない子どもだということだが、

教室に入ることができない、また自発的に登校ができない子どもはカウントされていない

ということに対して疑問がある。学校側が認識している不登校児は氷山の一角であり、実

際にはもっと多いと思う。不登校はいじめだけでなく、教師の対応など学校の責任で不登

校になることもあり、そのような場合、スクールカウンセラーや巡回心理士、総合教育セ

ンターに相談できない。どこに相談すればよいか。だれも引き受けないのでＰＴＡ顧問の

自分が引き受けている状況である。 

（教育長） 

不登校の問題は重く受けとめています。不登校の理由は、友達関係、自分自身の問題、

教師との関係など様々です。どこに相談したらよいのかについてですが、教育委員会に言

っていただければ、私どもがしっかりお話を聞いて、解決に向け一生懸命取り組んでいき

たいと思います。どうぞ遠慮なくお話ししていただければと思っています。 
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３ ご意見提出用紙でいただいた意見に対する回答・経過報告

（１）堀切地区センター

内容 区長回答（教育長回答・経過報告含む）

区の留学プログラムや奨

学金制度はあるか。

教育委員会において、義務教育を修了した方を対象とした留学

プログラム及び留学のための奨学金制度の実施はなく、現在は

グローバル人材育成事業として、中学校２年生を対象としたオ

ーストラリアへの海外派遣を実施している。 

父から娘への暴力につい

ての相談も男女平等推進

センターで対応できる

か。

男女平等推進センターでは、女性を対象としたＤＶ相談（配偶

者や交際相手からの暴力等を受けている方）、悩みごと相談

（幅広い家庭内のことに関する悩みごとについて）、法律相談

（弁護士による法的手続きについて）を実施している。男女平

等推進センター以外では、女性の人権ホットライン、警視庁総

合相談センター、人権擁護委員による「人権身の上相談」等が

ある。

かつしかＦＭにまちおこ

しの番組をつくりたい。

多額の費用をどう賄った

ら良いかアドバイスがほ

しい。

区内の地域活動団体が地域や社会に対し貢献活動を行う場合

に、事業費の一部を助成する「地域活動団体事業費助成制度」

がある。

サービス付き高齢者向け

住宅を地域のイベントの

場として提供したい。

現状では、区内のサービス付高齢者住宅と連携して進める具体

的な事業はないが、関係各課に情報提供する。

水害時、松戸・市川方面

に避難場所は確保されて

いるのか。その時、橋は

渡れるか。

区では松戸市・市川市と災害時の相互応援協定を締結し、被災

者の受入れについても協定の中に盛り込んでおり、あわせて相

互で連絡が取れる体制を築いている。区では、氾濫が起きるお

それのあるタイミングより前に避難情報を発令するため、橋を

渡って避難をすることも可能である。また、飾区総合防災訓

練では、仮設の橋を江戸川に架ける訓練を実施し、関係機関と

の連携強化を図っている。

水害時、水没すると言わ

れる立石駅周辺に区役所

を移転させるのか。

区の総合庁舎の移転先は、区民利用の利便性、防災拠点機能、

まちづくりの効果や実現性等様々な視点から比較を行い、区の

中心部に位置し、公共交通機関を利用して便利に来庁できるこ

とや、公共交通機関から庁舎までのバリアフリー機能を確保す

ることができる環境にある立石駅北口地区に決定した。新庁舎

の整備にあたっては、大規模な地震の震動や衝撃を受けた場合

にも継続的に使用できる強度を確保するとともに、災害対策本

部としてのスペースの拡充や設備等の強化を図る。なお、立石

駅周辺において、一帯が長期の浸水被害に見舞われた場合に

は、災害対策本部を一時的に他の施設に移すことを想定してい

るが、浸水被害が収束した後は速やかに本部を本庁に戻し機能

するよう、災害対策本部や中央監視室、自家発電設備、電気、

ガス、給水に関するコントロール設備等も浸水するおそれのな

い高さに配置する計画としている。
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防災に関する勉強の場を

区側で提供してほしい。

地域の方々のご希望する日時・場所に職員を派遣し、区の災害

の被害想定、自助・共助・公助の取り組みや洪水ハザードマッ

プの見方といった座学のほか、地震や水害に関するＤＶＤの放

映、起震車による揺れの体験などを行っている。

大学生用の社会保障があ

れば教えてほしい。

生活保護制度では、生活保護を受けるための要件として、利用

し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生

活の維持のために活用することが前提とされており、このうち

能力の活用とは、働くことが可能な方は、その能力（稼働能

力）に応じて働くことをいう。大学生は義務教育も終了してお

り、高等学校等への就学によって得られた技能や知識によっ

て、稼働能力の活用を図るべきであるため、原則として生活保

護法による保護が行われないとされている。
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（２）新小岩北地区センター

内容 区長回答（教育長回答・経過報告含む）

避難用ツールの購入促進事

業を行ってほしい。 

区では、地域における防災行動力の向上を図るため、自治町

会連合会に対して、必要な各種防災資器材の支援を行ってい

るほか、東京都飾福祉工場発行「防災・避難用品」カタロ

グの商品について、自治町会からの申し込みにより、本体価

格よりも割り引いた価格であっせんしている。

自然災害時の情報伝達に関

する対策を教えてほしい。 

震災時には、帰宅困難者等へ災害関連情報等の提供を行うた

め、携帯電話への緊急速報メールやインターネットを活用し

たサービスを用いている。外国人居住者への情報提供につい

ては、通訳ボランティア等と協力して、外国語でも対応でき

るよう努める。

新金ライトレール線の進捗

に関して、①国・都・ＪＲ

との協議状況、②検討委員

会の傍聴は可能か、③バス

との連携を検討しているか

について教えてほしい。 

①学識経験者や東京都、ＪＲ東日本などで構成する検討委員

会において検討を進めているほか、自治町会長連絡会など

で、区の取り組みの説明を行うとともに、隣接する江戸川区

とも意見交換を行っている。②「飾区公共交通網構築に関

する調査検討委員会」については、関係機関や交通事業者な

どがそれぞれの立場で率直な議論を行う必要があるため、会

議は非公開としている。なお、中間まとめを公表しており、

今後の調査検討の結果についても、出来る限り区ホームペー

ジなどでお知らせしていく。③新金貨物線の旅客化は、金町

と新小岩を結ぶ地域間交通として検討している。今後、駅の

位置や機能など具体的に検討する際には、鉄道駅やバス路線

ネットワークも考慮して進めていきたい。

速やかに垂直避難の取り組

みを進めてほしい。 

浸水しないフロアのある公共施設（２４０施設）を「洪水緊

急避難建物」として指定している他、ＵＲ賃貸住宅や都営住

宅、東京都住宅供給公社一般賃貸住宅に緊急避難ができるよ

うに、協定や覚書を締結している。また、自治町会を対象と

した民間集合住宅との一時避難協定の締結に係るガイドライ

ンを作成し、地域における自主的な水害への取り組みを支援

している。自治町会からの要望に応じて、民間集合住宅側と

の協議の場にも立ち会っているため、自治町会として協定締

結を検討されている民間集合住宅があれば、区までご相談い

ただきたい。

大学生や 20 代前半向けのイ

ベントが少ない。若者世代

にも目を向けてほしい。 

区では、様々な施策や事業の目的を区民の方に分かりやすく

伝え、多くの方に知っていただくための手段の１つとして、

各種のイベントを実施しており、「飾納涼花火大会」や

「寅さんサミット」、「かつしかフードフェスタ」、「かつ

しかふれあいＲＵＮフェスタ」、「国際交流まつり」等、大

学生や２０代前半の方が多く参加しているイベントもある。

今後も、幅広い世代の方が楽しめる魅力あるイベントの開催

に努める。
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保育園の受け入れ人数が増

えているが、保育士の確保

はできているか。 

保育所の整備による保育定員の拡大に伴い、東京都における

保育士の有効求人倍率が５．９９倍（※）となるなど、特に

都市部での保育人材の確保が厳しくなってきている。こうし

た状況から飾区でも区役所内に就職支援コーディネータを

常駐させ、就職を希望する保育士等に対しきめ細やかな就職

相談を行っているほか、再就職に向けた不安や心配を取り除

くための就職支援研修、保育士募集を広く周知するための冊

子の作成、「かつしか保育士就職フェア」の開催など、私立

保育所が安定的に保育士を確保できるよう取り組んでいる。

※平成３０年１１月時点で６．４４倍
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（３）金町地区センター

内容 区長回答（教育長回答・経過報告含む）

パソコンの扱いが不慣れな

年配の方にも分かりやすく

区内イベントを周知してほ

しい。 

区の広報紙「広報かつしか」（月３回全戸配布）では、特

に年配の方を対象とした催し等について、今年度から文字

を大きく読みやすくしたシニア面を設け、一括してわかり

やすく記事を掲載している。また、区内に２２８台ある広

報掲示板へのポスター掲示、ラジオ放送「かつしかＦＭ」

の活用などで周知しているほか、１１月に区内全世帯に配

布した「わたしの便利帳」において、主なイベントを「か

つしかのイベントカレンダー」として紹介したところであ

る。今後も様々な方法で周知を図る。また、パソコンの扱

いが不馴れな方に向けてどのような手法がとれるか、検討

していく。

要介護者に対する自助・共

助・公助の役割を示してほ

しい。また、公助の役割は

何か教えてほしい。 

大規模災害時の救助・救出では、警察、消防、自衛隊がか

けつけるまでに時間がかかることから、多数の被災者に迅

速に対応するには限界があるため、「自助」、「共助」が

重要である。災害時の要配慮者支援に係る「自助」「共

助」「公助」それぞれの役割について、自助は薬などの備

蓄や連絡先の確保、地域の防災訓練への参加など、共助

は、近隣の方と必要な支援内容をお互いに話せるようにす

ること、公助は、自助・共助の支援、発災時の福祉避難所

の開設や備蓄の供給、必要な情報の提供などがある。

中川を利用した観光船の運

航を希望する。 

平成２９年度には、荒川にある堀切菖蒲園船着場に観光船

を運航した。中川での観光船も大変魅力的だが、本区の河

川は潮位が低いことや船を着岸することができる船着場の

確保など、観光船の運航には様々な課題があるため、今後

は、河川における運航経路や船着場の状況などを見定めな

がら、観光船の運航について検討していく。

東京ビエンナーレ２０２０

参加の可能性はあるか。区

独自でアートを利用したイ

ベントの計画はあるか。 

東京ビエンナーレ２０２０について、既に実施地域が指定

され取り組みも始まっていることから、参加の余地はほと

んどないと考えられる。本区には、地域の文化や観光資源

を生かしたイベントや神社の祭りなど、地域に根付く文化

があり、区外や外国の方も多く集まり賑わっているため、

飾らしさのある文化でまちを活性化していきたいと考え

ている。区独自のアートイベントについて、区の基本計画

において、区民が主体的に文化・芸術活動に取り組み、地

域文化を創造していくことを目標に、かつしか文学賞の作

品公募・舞台化や、自治町会や商店会、ＮＰＯなどが主催

する各地の音楽イベントへの支援、文化芸術活動を行う個

人や団体が区民向けに行う活動への支援、若い世代を対象

としたアート作品のコンペティションなどを行っている。

また、飾吹奏楽団や飾フィルハーモニー管弦楽団、シ

ンフォニーヒルズ少年少女合唱団は、区が育成し支援して

きた団体である。
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立石の再開発に関して皆で

意見を出し合う場が必要で

ある。 

立石駅周辺地区は、防災面において喫緊の課題を抱えてい

るため、北口地区、南口東地区、南口西地区の三地区にお

いて、地元権利者が主体となって市街地再開発準備組合

（以下、「準備組合」という。）を設立し、工事中の京成

押上線連続立体交差事業と連携して、安全・安心なまちづ

くりを進めている。立石駅北口地区及び立石駅南口東地区

においては、現地に準備組合事務所を設けて、住民からの

ご意見やご質問に対応しており、立石駅南口西地区におい

ても、現在、事務所開設に向けて準備を進めている。区も

準備組合と連携を図りながら進め、今後も事業の進捗状況

等を広く周知するよう努める。

観光資源として、キャラク

ターではなく、飾区の自

然風土に注目してほしい。 

本区の自然や風土への着目についても大切な視点であると

考えており、近世からの風情を今に継承してきた。こうし

た本区の持つ歴史的・文化的資源や豊かな自然を後世に伝

え、そして、魅力として発信していくための取り組みのひ

とつが、東京都で初となる「飾柴又の文化的景観」の国

の新たな文化財としての選定である。柴又帝釈天題経寺及

び参道の建物や景観のほか、地域ならではの風土を舞台と

して営まれてきた人々の暮らしや生業によって形成された

文化的景観の中でも特に重要なものとして選定された。今

後も、「飾柴又の文化的景観」の魅力を地域の方々とと

もに保全に努め、後世へと継承していくとともに、飾区

の歴史や文化、自然、風土など様々な魅力を広くご紹介

し、ＰＲしていく。

区長への意見は区長の目で

見てほしい。 

「シニア活動支援センター

の運営に関して、高齢者の

視点を取り入れたものとな

るよう区民と職員の交流、

意見交換会の機会を設けて

ほしい。」「区の事業に関

して、計画の段階で区民の

意見を汲み取る仕組みを作

ってほしい。」と考え、要

望をしている区民がいると

いうことを区全体に向けて

発信し、同じ意見を持った

方が提言をしやすい雰囲気

作りを行ってほしい。 

区長への意見と回答につい

て公開をしてほしい。 

原案の作成は担当の部署において行っているが、頂いた意

見及び作成した回答は区長が全件目を通している。

本会議録にて区民の皆様へ周知するとともに、区の担当部

署へお伝えする。

区長へのはがき等については、今後、区ホームページ等で

の公開ができるよう努めていく。
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事業者向けのフードロスに

関する取り組みを活発化さ

せてほしい。 

現在区で行うフードロスの減量対策は、家庭から出され、

賞味期限が明記されている商品を対象にフードドライブを

行っている。食品製造業から排出される残さ物は、産業廃

棄物に分類されるため、廃棄物処理法や食品リサイクル法

に沿った対応となる。食品残さ物の有効活用につながる情

報交換ができるような環境の整備を検討したい。 

①区内の信号機を歩車分離

にしてほしい。②西亀有の

交差点に信号機をつけてほ

しい。 

信号機を所管する亀有警察署に確認を行った。①分離型に

することで、安全面において効果が認められたため、全国

的に整備を進めていく方針ではあるが、分離型にすること

で交通渋滞の原因になるなどのデメリットがあるため、導

入すべき交差点については慎重に検討を行う。②北側にあ

る信号機との距離が近く、誤認のおそれがあるため設置は

非常に難しい。ただ、区としては危険な交差点であること

を認識しているため、今後、機会を捉え警察に要望した

い。 

にいじゅくみらい公園周辺

の歩道を喫煙禁止区域に指

定してほしい。 

平成３０年４月１日に「飾区きれいで清潔なまちをつく

る条例」を改正し、喫煙禁止区域を指定できることや、喫

煙者・事業者に対する喫煙時の他人への配慮義務等の項目

を設け、８月１日より区内ＪＲ４駅の周辺道路等を喫煙禁

止区域に指定した。喫煙禁止区域に指定する道路等の選定

にあたっては、駅周辺の人通りの多い道路等を基準とし

て、選定案を作成し、当該地域の自治町会や商店会等に提

示し、ご意見を伺ったうえで現在の区域に決定した。にい

じゅくみらい公園周辺等は、駅から離れている為、指定し

ていない。今後は、現在指定している喫煙禁止区域の状況

を確認し、意見も踏まえながら、必要に応じて区域の変更

等についても検討したい。 

①金町出張所前の道を一方

通行化や歩行者・自転車専

用道路にしてほしい。②金

町駅前の再開発をお願いし

たい。 

①北口から東京理科大学に向かう理科大学通りについて、

歩行者数が増加し非常に混雑しており、区としても改善は

必要であると考えているが、一方通行化や歩行者・自転車

専用道路にすることは難しいと考えているため、当面の対

策として、歩道の混雑緩和に向け、来年度完成を目標に、

現行の駅北口西側にある自転車駐車場用地の一部を活用し

て歩行者用通路を整備する。将来的には、理科大学通りや

駅前広場の拡張整備により、歩行者が安全に歩ける歩行空

間の確保やバスなどの公共交通の利便性向上を図ってい

く。 

②駅北口においては、東金町一丁目西地区再開発準備組合

が具体的な再開発事業の計画検討を進めている。また、駅

南口においては、金町六丁目駅前地区第一種市街地再開発

事業が事業中である。 
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立石を魅力的なまちにする

ため、区長がリーダーシッ

プをとり、皆で一緒にまち

づくりに取り組むようにし

てほしい。 

現在、立石駅周辺地区では、北口地区、南口東地区、南口

西地区の三地区において、地元権利者が構成員となって市

街地再開発準備組合（以下、「準備組合」という。）を設

立し、工事中の京成押上線連続立体交差事業と連携して、

再開発事業による安全・安心なまちづくりを進めている。

飾区基本計画や飾区都市計画マスタープランを始めと

する区のまちづくり計画は、区民の皆さんのご意見を広く

お聞きしながら、その全体像や地域の将来像を描いてい

る。 

再開発事業を進めるにあたっても、これらの全体像や将来

像を踏まえたうえで、地区の特性に応じて道路や広場など

の位置や規模、さらには建築物の用途や色彩の制限などに

ついて検討を進めているが、その過程においても、広く区

民の皆さんにご意見をいただきながら地区計画として定め

ている。 

また再開発事業は、権利者の方々が所有する土地や建物の

移転を伴う事業であり、権利者の方々が中心となり、様々

な意見やアイデアを出しながら事業を進めていただくもの

と考えている。 

金町や亀有でも駅前再開発や交通広場の整備を進めたこと

により、防災性や利便性が向上し、駅前を拠点とした賑わ

いが形成されている。その成果は再開発エリアの周辺にも

広がり、地域全体が発展している。立石においても、区の

様々な施策とまちづくりを連携させながら地域全体の発展

につなげていきたいと考えている。 

さらなる賑わいの創出や防災性の向上に加え、人と人のつ

ながりや下町人情など立石の魅力を将来に継承できるよう

に、区も準備組合を支援していく。
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４ 資料等

（１）アンケート
アンケートにご協力をお願いします 

次の質問について、該当する番号に○印を記入ください 

◆区民と区長との意見交換会について 

（１）本日の意見交換会について、どこでお知りになりましたか。 

①広報かつしか ②区ホームページ ③かつしかＦＭ（ラジオ） ④町会・自治会 

⑤ポスター・チラシ ⑥ツイッター・フェイスブック  

⑦その他（          ） 

（２）協働の事業説明（映像による紹介）は分かりやすかったですか。 

 ①わかりやすい ②おおむねわかりやすい ③少しわかりにくい ④わかりにくい 

（３）区長との意見交換について、ご感想をお聞かせください。 

①非常に良かった ②良かった ③やや不満である ④非常に不満である 

  ⇒具体的に（                              ） 

◆ユニバーサルサービス（パソコン要約筆記など）のご感想をお聞かせください。 

（４）パソコン要約筆記について 

①非常に良かった ②まずまず効果があった ③あまり効果はない ④全く必要ない 

  ⇒具体的に（                              ） 

（５）手話通訳や託児サービスについて、改善点などご意見がありましたらお書きくだ

さい。 

 （                                    ） 

◆区民と区長との意見交換会に対するご意見等がありましたらご記入ください。 

（記入欄が足りない場合は、本用紙の裏面もご利用ください。） 

ご協力ありがとうございました。 

ご在住の町名 年齢 性別 
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（２）アンケート集計結果

（１）本日の意見交換会について、どこでお知りになりましたか。(※重複回答有）

1 広報かつしか 8 20.0% 10 41.7% 12 25.5% 30 27.0%

2 区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 3 7.5% 0 0.0% 2 4.3% 5 4.5%

3 かつしかFM 1 2.5% 0 0.0% 1 2.1% 2 1.8%

4 町会・自治会 15 37.5% 5 20.8% 18 38.3% 38 34.2%

5 ポスター・チラシ 5 12.5% 2 8.3% 8 17.0% 15 13.5%

6 ﾂｲｯﾀｰ･ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ 3 7.5% 1 4.2% 3 6.4% 7 6.3%

7 その他 5 12.5% 5 20.8% 3 6.4% 13 11.7%

無回答 0 0.0% 1 4.2% 0 0.0% 1 0.9%

合計 40 100% 24 100% 47 100% 111 100%

（２）協働の事業紹介（映像による紹介）は分かりやすかったですか。

1 わかりやすい 6 21.4% 9 42.9% 14 38.9% 29 34.1%

2 おおむねわかりやすい 19 67.9% 10 47.6% 17 47.2% 46 54.1%

3 少しわかりにくい 3 10.7% 0 0.0% 2 5.6% 5 5.9%

4 わかりにくい 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 0 0.0% 2 9.5% 3 8.3% 5 5.9%

合計 28 100% 21 100% 36 100% 85 100%

（３）区長との意見交換について、ご感想をお聞かせください。

1 非常に良かった 1 3.6% 4 19.0% 9 25.0% 14 16.5%

2 良かった 18 64.3% 7 33.3% 15 41.7% 40 47.1%

3 やや不満である 6 21.4% 3 14.3% 5 13.9% 14 16.5%

4 非常に不満である 1 3.6% 0 0.0% 1 2.8% 2 2.4%

無回答 2 7.1% 7 33.3% 6 16.7% 15 17.6%

合計 28 100% 21 100% 36 100% 85 100%

（小数点第2位を四捨五入しています。合計が100％にならない場合があります。）

堀切地区センター 新小岩北地区センター

【自由意見】　（抜粋）
・知らなかったことや意識していなかった課題に改めて意識を持つことができた。
・他の地域の人たちの意見が聞けた。いろんな問題があると思った。
・区長は誠意をもって答えてくれた。区長の説明が明瞭で大変わかりやすかった。
・質問が多岐に渡り、中には分かり難い内容もあったが、回答はやや具体性に欠ける。
・意見や要望を区政に反映させてほしい。

合計

金町地区センター 合計

アンケート集計結果

堀切地区センター 新小岩北地区センター 金町地区センター 合計

堀切地区センター 新小岩北地区センター 金町地区センター
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（４）パソコン要約筆記について

1 非常に良かった 12 42.9% 8 38.1% 16 44.4% 36 42.4%

2 まずまず効果があった 11 39.3% 9 42.9% 14 38.9% 34 40.0%

3 あまり効果はない 1 3.6% 1 4.8% 1 2.8% 3 3.5%

4 全く必要ない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 4 14.3% 3 14.3% 5 13.9% 12 14.1%

合計 28 100% 21 100% 36 100% 85 100%

（５）手話通訳や託児サービスについて、改善点などご意見がありましたらお書きください。

◆区民と区長との意見交換会に対するご意見等がありましたらご記入ください。

◎アンケート回収率

参加者数

アンケート回収数

アンケート回収率

【自由意見】　（抜粋）
・要約されていて、聞き逃したり聞きにくいことも記録ができた。
・難聴の方やしっかり理解したい方には助かるサービスである。
・文字で確認できたので良かった。
・画像をもっと明確に、はっきりさせてほしい。

金町地区センター 合計

【自由意見】　（抜粋）
・サービスは賛成です。
・手話通訳は、立ち位置によって見づらい時がある。

【自由意見】　(抜粋）
・初めて参加。区民がこんなに自由に意見交換できる場とは思わなかった。これからも継続してほしい。
・意見交換会は大変民主的で進歩的ないい企画であると思う。今後も継続をお願いしたい。
・小菅には寮が密集していたり、この区は大学が２つある。そういう場所に意見を求めてみたらどうか。
・若者が政治に諦めを感じている現状があるから、ぜひこの意見交換会のＰＲをもっと行ってほしい。
・前もって質問や意見を会場から集めておいて、それを大別して回答すれば能率的ではないかと思う。

52.8% 50.0% 62.1% 55.6%

53 42 58 153

28

堀切地区センター 新小岩北地区センター 金町地区センター 合計

堀切地区センター

21 36 85

新小岩北地区センター
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（３）当日配布資料

配布資料１：ご意見提出用紙

ご意見提出用紙（意見交換会用） 

【提出方法】  

意見交換会会場・すぐやる課窓口（区役所 2 階２１１番）、すぐやる課あてファクス

でもお預かりします。 

飾区役所すぐやる課すぐやる係 

ＦＡＸ：０３（５６９８）１５０２ 電話：０３（５６５４）８４４８（直通） 

住所 

電話 氏名 
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配布資料２：区長へのはがき
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配布資料３：すぐやる課ちらし（表）
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すぐやる課ちらし（裏）
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配布資料４：区民相談のしおり
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配布資料５：はなしょうぶコールチラシ
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