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地下鉄8号線（有楽町線）延伸

新たな局面「事業着手」へ

江東区の長年の悲願である地下鉄8号線
（有楽町線）
延伸に向けて、
いよいよ事業がスタートします。

この延伸は、
豊洲駅から東陽町駅を経由し住吉駅までつなぐ計画で、
豊洲から住吉まで乗り換えなしの9分間で結びます。
また、
それぞれの
駅間に、
中間駅を設置し、
江東区のまちづくりも大きな転換点を迎えます。

本事業は、
令和3
（2021）
年7月の国の答申において、
①早期の事業化を図ること、
②東京メトロが整備する役割を果たすことが適切であるこ

と、
③十分な公的支援が必要であることが示されました。

これを受けて、東京都と国とが連携して取り組むことを合意し、令和4年1月に東京メ

トロが事業主体として事業許可を申請しました。
ついに3月28日、
東京メトロが許可を受
けたことを公表しました。令和4年度早々にも都市計画や環境影響調査の手続きに着手

し、
2030年代半ばの開業を目指します。

江東区では、
時を同じくし、令和4年度に「地下鉄8号線沿線まちづくり構想」
を取り纏

め、
区民意見の集約と東京都や事業者などとの連携を進めてまいります。
引き続き、
江東区議会自民党は江東区や東京都と一丸となって、
早期開業はもとより、
中間駅周辺のまちづくり、
そして延伸の効果を江東区全域に波及させるよう取り組んで
まいります。

み ん な で 伸 ば そ う！
！
地 下 鉄 8 号 線！
！
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予算審査特別委員会における質疑内容

▶

景観を形成するに当たり、施設等の工事の際は他部署と
連携を図りながら、景観重点地区にふさわしい建築物等
の在り方について検討している。

答弁▶道路課長

▶

整備完了まで複数年かかる事案も多数あり工事単価上昇
などを注視し、助成上限額の引き上げと予算増額の両面
のバランスを図りながら検討していく。
答弁▶管理課長

▶

緑化した施設の現状把握および 23 区での指導状況の
比較、
研究と合わせて、
区の緑化に対する影響等の検証を
行い、
見直しの方向で検討を進めている。

南砂 4 ―17−15
☎3648 - 8860

豊洲 4−9−13−207
☎ 090 -1110 -5392

答弁▶建築調整課長

▶

実態を調査の上、意向を確認・把握し予防措置の相談や
対応の体制等について検討してまいります。助成金の
拡充も併せて関連部署で共有対応を検討。
答弁▶江東図書館長 他

▶

東雲図書館については大規模改修を実施。
有明地区図書館・
電子デジタル図書館について要望が多く、障害者また
GIGAスクールの面からも検討します。

答弁▶清掃事務所長

▶

受付システムをより簡易にするため、項目の見直し及び
収集までの期間短縮は年々粗大ごみの量が増加傾向に
あり困難であるが対策を講じていく。

亭
黒

東雲1−6−2
（事）
☎ 5859- 0020

https://koto-city.stream.jfit.co.jp

令和4 年度予算案とコロナ禍の区民生活について

感染症の収束に向けた動向が見通せない中、区民生活の実情に対する
認識と令和 4 年度予算編成に込められた思いについて、山﨑区長の率直
な見解を伺う。

児童虐待防止に向けた本区の取組みについて

令和4 年度増員予定にある子ども家庭支援センターの訪問支援ワーカー
の活用方針と、区独自の児童相談所設置に向けた決意について、本区の
見解を伺う。

答弁▶山﨑区長

▶

答弁▶こども未来部長

▶

公共工事の着実な実施に向けての取組みについて

建 設 業 界の 働き方改革への支援 策を念 頭に令 和 4 年度の入札制度に
向けて、施工時期の平準化や人手不足解消への新たな取組みを打ち出す
べき。

ペットについて

飼い犬と飼い主が集まる狂犬病予防注射接種会場を避難訓練会場に
見立てれば、ペット同行避難体 験が 可能。犬の登録や予防注射接種率
増進も望めるか。

区営テニスコートへナイター設備の整備とバリアフリー化へ

区営テニスコートでナイター設備があり、かつ、バリアフリー化されてい
るのは潮見の1ヶ所のみである。予約が取りづらく、整備を進めるべき。

▶

私立幼稚園の運営に対する支援について

処遇改善費補助は区独自の上乗せ含めて大幅な改善に感謝する。特別
な配慮を必要とする子 供の受け入れなど、各園の努力に対する支援の
検討は。

児童相談所の設置は、迅速かつ一貫性をもった虐待対応
の実現を目指し、
着実に準備を進める。

区内事業者の施工能力向上への支援策や適正な工期
設定、技術者確保策も検討課題。新年度発注時期平準化
推進の一助に向け、
柔軟な工期設定に取り組む。
答弁▶総務部長

▶

ペット同行避難の周知は、犬の登録時に渡す愛犬手帳や
HPなどで行っている。コロナ禍が過ぎ集団接種再開され
れば趣旨にのっとり取組みを計る。

答弁▶教育支援課長

▶

今年度8校・10部活で採用している部活動指導員の拡充
に加え、
指定管理者制度による外部委託も含めて、
部活動
のあり方検討会で検討を進める。
答弁▶スポーツ推進課長

▶

保育定員の有効活用による質の向上について

現在の保育定員の空き状況に対して、保育定員の弾力的な運用や保育の
多機能化など、保育の質の向上に資する施策をさらに検討すべきではな
いか。

4センターに2名ずつ配置し、区内全域に展開していく。

答弁▶経理課長

運動部活動の地域移行を

教員免許状を保有されている教員が本来の職務に傾 注できるように、
部活動支援員の配置拡充に加えて、地域のスポーツ団体への外部委託
も検討するべき。

コロナ禍で、
町会をはじめ地域コミュニティの希薄化や、
こども達への影響が心配。また当初予算は、区民を守り
未来に向け前進する予算として編成した。

予約が取りづらい現状は認識しているが、ナイター設備
は 近 隣 住 民 へ の 影 響 もあ る。バリア フリー 化 は パ ラ
スポーツ発展のためにも取組みを進める。

答弁▶保育課長

▶

面積要件や保育時間、
曜日による加配を行っており、
定期
利用保育としての活用や、運営法人に対しては利用定員
の設定により負担軽減を図っている。
答弁▶学務課長

▶

処遇改善費補助は23区トップクラスとなった。
江東区内
の園児のうち4分の3が私立園を利用しており、
入園先の
選択肢を広げる検討をしていく。

江東区議会議長・議員選出監査委員・予算審査特別委員会委員長の活動報告
榎本 雄一（江東区議会議長）

答弁▶経済課長

▶

教育費

ここ数年、
公衆浴場は年に１件のペースで廃業している。
光熱費の値上りで
益々事業者や利用者の負担が大きくなると思われるが区の認識は。

答弁▶都市計画課長

民生費

衛生費

公衆浴場助成事業について

各施設において上水道に切り替え、魚釣場については
廃止する。下水の再生水の使用は供給地区内等に限られ
ており、
今のところ要望等は考えていない。

総務費

新たな粗大ごみ受付システムとあるが、どのようなものか。粗大ごみの
多種多様化に伴い項目の見直しをすると共に、より早く収集できるよう
対応すべき。

▶

教育費

総務費

粗大ごみ収集運搬について

東雲図書館は老朽化に伴い皆さんに愛されるよう改修と、有明地区の
図書館、
電子
（デジタル）
図書館の整備について強く要望をいたします‼

答弁▶施設保全課長

衛生費

教育費

東雲図書館改修、有明地区図書館・電子デジタル図書について

全国的に空家等が年々増加し事故も頻繁化している中、区民の安心安全
を守るため計画を策定する必要がある。調査や予防措置・窓口の設置も
計画すべき。

白河1−2−1−203
（事）
☎ 5621- 6288
（事）

総務費

土木費

老朽空家等対策事業について

ウミネコによる営巣被害を未然に防ぐため管理ができない屋上部分で
の緑化指導について、
区民生活に影響を及ぼす現状の把握、
解決に向けた
検討状況を問う。

ふるさとや生まれ育った自治体を応援したいとの気持ち
を形にするというクラウドファンディングを開始する
活用事業について再構築を図っております。

松 佳幸

土木費

屋上緑化とウミネコの因果関係について

整備に複数年かかることによる受理待ちの新規申請を解消するため、
工事・労務単価の上昇に合わせた助成上限額の引き上げと予算の増額を
検討すべきでは。

▶

にしがき 誠

私道整備助成事業について

答弁▶財政課長

総 括

現在、区内では深川門前仲町等の 3 地区が指定されている。他の地区と
の差別化に向けた取組みを行うべきと考えるが、区の見解は。

令和3年度における各月の収入歩合の進捗状況や、過去
の年度における収納率の状況、また、安全失業率や有効
求人倍率の推移等も参考に見込んでおります。

中嶋 雅樹

地盤沈下に大きな成果を果たした工水廃止が本区に与える影響は、また
下水処理水の再利用を都に要望すべきと考えるがどうか。

▶

総 括

ふるさと納 税に以前から返礼 品を提案したが、この度クラウドファン
ディングを導入し全国に江東区の事業を効果的にPRを図るとのことで
すが、財源確保について。

答弁▶納税課長

川北 直人

景観重点地区について

コロナ禍であるにも関わらず令和 3 年度の収 入歩合が堅調に推移して
いるということは心強いことであり、
収納対策をどのように進めているか
伺います。

土木費

米沢 和裕
北砂 3−27−20
（事）
☎3647- 6110
（事）

工業用水事業廃止について

土木費

若林 しげる
大島 4−17−15
☎ 090 - 3901- 0120

寄付金について

土木費

山本 香代子
冬木 21−22
☎3630 -2278（事）

歳 入

星野 博
東砂 3−27−2
☎3644 - 8814

歳 入

堀川 幸志
東陽 3−7−11
☎3647- 4146

特別区税について

詳しい内容は、区議会インターネット中継をご覧ください。

特集号

江東区はコロナ感染対策を最優先に、地下鉄8号線延伸の関連経費、2020オリンピック・パラリンピック東京大会のレガシー

事業者を守ることは勿論であるが、利用者を守ることも
大事であると捉えている。
今後も事業者・利用者の意見を
参考にしながら存続に向け検討していく。

継承など積極的な予算を編成しました。一般会計の総額は約2,284億円で、前年比 5.2%の増となっています。さらに、行政
のデジタル化やゼロカーボンシティの実現をめざし、多くの新規事業にも取り組んでいます。コロナウイルスの感染状況を
注視しつつ、予算の執行にあたっては区議会自民党として様々な提言を行ない、区民生活のさらなる向上に繋がるよう努力

民生費
土木費

釼先 美彦
扇橋 2−21−3
（事）
☎ 5634 -7855（事）

土木費
民生費

おおやね 匠
塩浜 2−7−5−1014
☎6666 - 8090

児童虐待予防研修プログラムについて

住吉の「こどもプラザ」の特色ある支援は。地域 理解者が参加した研修
プログラムの区の見解と子どもを見守る民間支援団体との連絡協議会
を設置する考えは。

地下鉄中間新駅環境と校舎移転される通学路整備について

8号線延伸の中間新駅自転車駐車場の需要調査と民間活用は。移転される
インディアインターナショナルスクール通学路の親水公園改善について
の見解は。

答弁▶児童相談・養育支援担当課長

▶

▶

2034 年に開業目標の地下鉄8号線について

今後の予定は？事業費約 2,690 億円の財源と区負担はどのくらいか？
枝川・塩 浜 新駅の場所と駅 周辺街づくり計画は？東京メトロ東西線と
JR 京葉線の混雑緩和への影響は？

今年12 月、3年に1度の改選を迎える民生児童委員について

豊洲地区の慢性的な充足率不足53.3%の方策は？空白地域の対策は？
独特の募集と推薦方法に一考すべきでは？日頃の活動へ区が、もっと
サポートすべきでは。

妊娠期から 18 歳・保護者と幅広く支援する。説明会の
機会やご要望がある団体への研修開催を検討し、情報
共有のため効果的な連携について検討する。

大島 3−7−13−414
☎ 5606 - 0761
（事）

答弁▶交通対策課長・河川公園課長

執行機関である。主な業務は、財務監査を始め7項目あり行財政が公正かつ効果的に運営されているか留意してきた。定期財務監査

10 年後の確保すべき台数を推定し、必要に応じて用地

では、新型コロナウイルス感染症拡大の中、各部所では計画された企画が一部遂行できないため、全職員が創意工夫し、区民の

買収や費用補助ある民間用地を活用する。
開校後、
沿道の
通学利用状況を確認し慎重に検討する。

福祉向上に努めている。小中学校並びに幼稚園保育園でも同様に、教育委員会全体でカバーし『知徳体』学力低下にならぬよう、
住吉 2−14−2
（事）
☎3635 -5688
（事）

2 月から区内5ヵ所で地質・水位調査開始。4 月から環境

冒頭、予算委員長を務めさせて戴きましたことに感謝致します。役目を果たす中で、全ての質疑、答弁を注意深く聞くことができま

調査と設計、
街づくり計画を策定。
国の補助金などを充て
る。
区負担は審議中、
駅の場所は未定。
混雑は約2割減。

民生委員の職務は多岐であり重要。特に豊洲地区の拡充
は大切。会長が、新委員を推薦可能な方針に改正したが、
今後さらに募集と推薦に関しての方策が必要。

我が会派提案によるオンラインを活用した授業を積極的展開している。これからも、質の高い行財政改革を促したい。

金子 ひさし（予算審査特別委員会委員長）
した。異なる視点からの主張も理解でき、区政への理解をより一層深める、良い機会でした。東京オリパラも無事閉幕、地下鉄8号線

の延伸の事業化着手など、本区にとって良いニュースもありますが、引き続くコロナ禍で区民の生活基盤に揺るぎが無いよう努め

答弁▶福祉課長

▶

佐藤 信夫（議員選出監査委員）
江東区では条例上、監査委員を4 名選出され、2 名を議員から区長により任命される。職務権限上他の機関から独立した独任制の

答弁▶地下鉄 8 号線担当課長

▶

してまいります。

ることが最優先です。区長も熱く語られていましたが、コロナ収束後の通常生活も見据え、区民に寄り添った施策を迅速に打ち
亀戸9−7−10−202
☎6882-5410

出していくよう努めます。今後も皆さまの変わらぬご指導を宜しくお願い申し上げます。

