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江東区議会自由民主党

討議資料

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
心のふれあう江東区、あなたのそばに“開かれた区政を”
●昭和 36 年 3 月 18 日 深川冬木生まれ A 型魚座 ●昭和 42 年 双葉幼稚園卒園 ●昭和 48 年 江東区立明治小学校卒業
●昭和 51 年 江東区立深川第二中学校卒業 ●昭和 54 年 都立東高等学校卒業 ●平成 11 年 区議会議員 初当選（現在 5 期目）
●地域活動：冬木町会 副会長 深川消防団第 6 分団 部長 ●江東区バドミントン協会 会長

さわやかな春風とともに木々の新緑も輝く季節となりました。
新年度が始まり、本区では 4 月 6 日に小学校の入学式が行われ、4,165 名がピカピカ
の 1 年生として入学しました。そして、4 月 7 日は中学校の入学式が行われ、2,718 名が
中学 1 年生として中学校生活のスタートを切ったところです。
私も区議会議員 19 年目を迎え、新たな決意をもって新年度に臨みたいと思っています。
これからも、かゆいところに手が届く身近な議員として、行政とのパイプ役を果たすとと
もに、江東区の未来を切り拓く原動力になれるよう、皆様の期待と信頼に応えてまいります。

平成 29 年第 1 回
平成 29 年 2 月 21 日～3 月 30 日 （会期 38 日間）
第 1 回区議会定例会では、通常の常任委員会、特別委員会に加えて、平成 28 年度予算（最終
補正）審査特別委員会、平成 29 年度予算審査特別委員会で審査を行い、いずれも本会議におい
て可決いたしました。

平成 29 年度予算は、

「2020 年 東京オリンピック・パラリンピック」開催に向けた万全な準備や「50 万人都市」としての行政需要
への対応など「未来の江東づくり」の正念場を迎え、区民ニーズに的確に応えていくため、過去や前例に捉われる
ことのない斬新な発想とチャレンジスピリットをもって、時代の潮流を捉えた新たな施策を積極的に取り入れ、夢
の実現に向かって区民とともに前進していく予算となっています。

一般会計の当初予算規模は 1,996 億 4,200 万円、前年度比 5.8％の増で、一般会計と 3 つの特別会計を合わ
せた総予算規模は 3,033 億 6,900 万円、前年度比 4.7％の増となり、区政史上初の 3,000 億円を超えました。

防災・まちづくりの充実
災害発生時に備えて
災害対策資機材整備事業
（クワトロトイレ導入）

1,731 万円

事業経費

災害発生時、拠点避難所でのトイレ問題（衛生面・健康面・待ち時間）の解消を
図るため、拠点避難所となる全区立小・中学校（68 校）に組立式男性用小便器の
クワトロトイレを導入します。
男性 4 人が同時に使用可能

拠点避難所と観光スポットにフリーWi-FI を整備

1 億 1,508 万円

事業経費

災害時でも効果的に情報を受発信できることによる安全・安心な生活の実現、及び平常時の利便性向上を図るとと
もに、 訪日外国人観光客も含めた来訪者の、手軽に情報を入手したいという要望に応えるため、区内の拠点避難
所（全区立小・中学校 68 校）と観光スポットに、電話回線が利用できない場合であっても、誰でも無償で無線 LAN
接続端末を用いてインターネットに接続できるサービス環境を整備します。
（平成 29 年 9～10 月サービス開始予定）

子育て環境の充実
子育てしやすいまちを目指して
18 億 5,222 万円

民設民営による認可保育所の整備（都立木場公園内保育所 等） 事業経費
保育需要に迅速に対処するため、平成 30 年 4 月の開設に向け、
国家戦略特区を活用した緑豊かな都立木場公園内の認可保育
所をはじめ、約 1,000 人の定員増を図る計画で整備します。
■「都立木場公園内保育所」整備概要
所在地等

木場4・5丁目（木場公園 大横橋口北側）

運営事業者

社会福祉法人 みわの会

定員総数

130人（予定）

開設時期

平成 30 年 4 月（予定）
都立木場公園内保育所

完成イメージ

◇平成 29 年度 保育所等入所申込状況
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・平成 29 年度の申込者数は 5,238 名で、前年度 4,679 名と比較して 559 名（11.9％）の増となっています。
・0 歳児から 2 歳児の申込件数は 4,248 名で、前年度と比べ 392 名（10.2％）の増。また、全申込者数の 81.1％
を占めています。
・豊洲地区の申込者数は 1,670 名で、前年度と比べ 246 名（17.3％）の増で、全申込者数の 31.9％を占めています。
・富岡地区の申込者数は 494 名で、前年度と比べ 228 名（85.7％）の増で、全申込者数の 9.4％を占めています。

◇平成 29 年 4 月開設（平成 28 年度整備実績）
施設名

所在地

ナーサリールーム
ベリーベアー深川冬木

冬

木

マミー保育園東陽町

東陽二

小鳩保育園 清澄白河

白河三

定員数

備

200 人

考

首都高速道路㈱の協力を得て、同社が管理する土地を、
区が保育所整備用地として確保（国内最大級）

121 人 大規模マンション開発と連携して整備
45 人 近年、保育需要が高い白河地区に緊急整備

上記を含めた新規開設する 9 園をはじめ、既存保育施設の定員構成の見直し等により、1,053 人の認可保育所
定員の増を図りました。平成 29 年 4 月現在、認可保育園等（認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所）
は、120 施設で合計 11,698 人の定員となっています。
本区の待機児童を取り巻く環境は、人口増はもとより、供給
が需要をさらに生みだすといった保育需要自体が大きく増加
しているという大変厳しい状況にあり、長期計画では、今後 3
年間でそれぞれ 1,000 人超の定員増を計画していますが、保育
所を作っても作っても足りない状況は続くと思われます。
この待機児童の問題は、保育所を整備することが根本的な問
題解決につながりますが、労働施策の観点から企業側も育児休
業の取得など、有効な施策に取り組むことで問題解決につなが
ると考えます。
いずれにしても、仕事と子育ての両立しやすい環境づくりに
向けて、国や都へも要望していきたいと思います。

平成 29 年 3 月 28 日
国内最大級保育園 開園記念式典
ナーサリールーム ベリーベアー深川冬木

教育環境の充実
小中一貫教育（9 年間の学び）の充実を目指して
（仮称）第二有明小・中学校整備事業

事業経費

29 年度
108 億 9,561 万円

総事業費
179 億 7,199 万円

有明地区の児童・生徒の増加に対応するため、区内初となる施設一体型の小中一貫校を整備し、平成 30 年 4 月に
開校します。
所在地

有明一丁目 7 番 13 号

敷地面積

20,184.66 ㎡

延床面積

校舎

構造
その他

約 25,000 ㎡

鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造及び木構造、5 階建て（小学校・中学校

施設一体型）

普通教室各 24 学級、特別支援 3 教室、プール×2、屋内運動場×2、江東きっずクラブ

■特徴
区の地場産業である木材を可能な範囲で使用する“江東区らしい学校施設”とするため、建物の木質化（※1）に
加え、区内初の試みとして、建物の一部を木構造（※2）にしています。
※１ 木質化：建築物の内装及び外装の全部または一部に木材を使用すること
※２ 木構造：建築物の主要構造部（柱、屋根、壁、床、梁等）の全部または一部に木材を使用すること

高齢者施策の充実
地域包括ケアシステムの実現に向け、住み慣れた地域での暮らしをサポート
平成 29 年 4 月より区内 21 か所配置

地域包括支援センター（愛称：長寿サポートセンター）運営事業

事業経費

7 億 4,272 万円

高齢者約 5,000 人に対し 1 か所の地域包括支援センターを配置して、高齢者が住み慣れた地域において自立した日
常生活がおくれるよう、相談支援や介護予防、権利擁護など、保健師（看護師）、社会福祉士、主任介護支援専門
員などの専門職が互いに連携しながら（チーム）として活動し、高齢者の相談支援体制を強化します。
■地域包括支援センター（長寿サポートセンター）の業務等
総合相談支援業務

保健、福祉サービス、医療、認知症など、高齢者に関する様々な相談に
専門職のチームが対応

介護予防ケアマネジメント
権利擁護業務

介護予防ケアプラン作成や介護予防の取組を推進
高齢者の虐待防止、成年後見制度の利用支援等を実施

包括的・継続的ケア
マネジメント支援業務

ケアマネジャーへの支援を実施

職員配置

保健師（看護師）、社会福祉士、主任介護支援専門員を各１人以上配置

認知症高齢者の徘徊対策として

認知症高齢者支援事業
（GPS 専用端末導入・見守りステッカー・アイロンシール配布）

事業経費

250 万円

○徘徊行動の見られる高齢者を介護する人に、位置情報を検索できる GPS 専用端末を一定期間、無料で貸与します。
○徘徊行動の見られる高齢者の身元確認に役立つ見守りステッカー・アイロンシールを配布します。
■徘徊対策ツール
GPS 専用端末
導入数

○ 専用端末

84 台

○ 専用靴

42 足

見守りステッカー・アイロンシール
各 2,100 セット

導入時期（予定）

平成 29 年 10 月

配布場所

長寿サポートセンター（地域包括支援センター：21 か所）

従来は困難だった介護者による行方不明高齢者の捜索・保護を可能にし、介護者の精神的負担を軽減するとともに、
徘徊時の居場所特定と身元確認を迅速化することで、高齢者を安全に確保できると思います。

豊洲市場を巡る問題について
豊洲市場の開場と同時期に開園が予定されてい
た「豊洲ぐるり公園」は、現在、閉鎖管理され
ている状況です。区民からは「完成しているの
になぜ使わせないのか、早く開園してほしい」
といった要望も多く、東京都に対し多額の費用
を投じて作った公園を一日も早く開園させるよ
う強く求めています。
豊洲市場の開場時期は、小池都知事の総合的判
断に委ねられているのですが…「安全宣言」は、
いつされるのか。知事の早期決断が求められて
いるところです。
不透明な市場の動向に左右されることなく決断
し前へ進めるべきと考えます。

東京マラソン 2017（2.26）
皆さんの熱い声援が力となって「スポーツと人情が熱い
まち 江東区」にふさわしい新しいコースを担いで走って
無事完走出来ました。
これからも江東区のさらなる発展のため、全力で走り続
けます。

