令和4年1月21日

世代をつなぎ足立区を守る！

建設委員会（常任委員会）

自転車の交通事故防止強化対策を
しぶや

回 答（交通対策課長）

自転車の交通事故が足立区で多く発生している中で、
シェアサ
イクルの利用者の方々も多くなっています。そこで、サイクル

ポートなどを中心に危機管理と連携したボイスセンサー事業やリーフ

レット設置など自転車マナーに関しての意識啓発、注意喚起が必要で

しぶや委員からの様々なご指摘を踏ま
え、配布中の反射材なども利用し、併せ

て特に多くなっている自転車事故につい
ては強化して取り組んでまいります。

はないでしょうか。

令和4年1月24日

交通網・都市基盤整備調査特別委員会（特別委員会）

日暮里・舎人ライナー沿線からも距離がある入谷・鹿浜・皿沼

地区において多様な交通手段を検討しているようですが、
コロ

ナ禍における都バスの減便や舎人ライナー沿線の病院への通院が困難

となっているという声を踏まえ、
しっかりとヒアリングや地元の方々への
説明をしていただきたいです。

回 答（交通対策課長）

資料は平成30年度当時の意向調査のた

め、
ご指摘いただきましたとおり、意向調

査にも変化があるかと思います。
今後、
丁
寧な説明を心掛けながら、
ヒアリングし確
認を行います。

しぶや
足立区議会議員

しぶや竜一 区政報告
プロフィール

入谷・鹿浜地区における交通空白不便地域解消について
しぶや

足立区議会公式サイト

しぶや竜一 日々の活動報告

BEFORE

江北小学校新校舎内覧会

AFTER

BEFORE

地元の公園落書き対応

竜一

2022年5月号

平成26年 帝京平成大学卒業（ヒューマン学部柔道整復学科）

平成16年 足立区舎人第一小学校卒業

平成26年 4月〜（株）SHIBUYA 渋谷整骨院・渋谷デイサービスセンター勤務

平成19年 足立区入谷中学校卒業

平成28年 渋谷ドラゴンフィットネス起業

平成22年 成立学園高等学校卒業（野球部出身）

令 和 元 年 5月 足立区議会議員に初当選

ご あ いさつ
皆様方には日頃より多大なるご支援・ご協力を頂い
ておりますことに心より感謝申し上げます。
今年3月に
令和4年度足立区議会第1回定例会の中で開会され
ました予算特別委員会における、
質疑内容の一部をご
報告致します。
しぶや竜一

令和4年度予算編成では、
「 守り・支え・未来へ繋
ぐ」
を掲げ、区民の皆様を守り、危機を乗り越え未来
へ繋げるための様々な施策なども組み込まれました。
今回私は、
以下の点を質疑させていただきました。
令和4年度第1回定例会予算特別委員会質疑一覧

●ワクチン接種事業に関すること
●高齢者の方々から子どもたちまでの健康・体力づくりや環境づくり
●若者世代に関する施策の展開
●新たな施設に基づき、
地域の方々との連携を図りながらのまちづくりの推進
●区民の方々への広報周知強化
●東京2020大会の活気を活かしたスポーツ施設の充実
●より安全性を考慮した交通機関の課題 ●交通空白不便地域の解消に向けた多様な交通手段の取り入れ
●防犯、交通対策、足立区のイメージアップのための体感治安の向上
●地域・地元の課題など、更にＳＤＧｓといった環境問題を分かりやすく区民の方々と結びつけるための取り組み
●区内経済を支える事業として、
より多くの方々が理解し利用できるようなサポート

竹ノ塚駅高架化

東京女子医大
足立医療センター開院

渋谷
りゅういち

平成10年 足立みどり幼稚園卒業

■各会議録等、詳細な内容につきましては、足立区議会のウェブサイトより確認ができます。
https://www.gikai-adachi.jp

●日暮里舎人ライナーから舎人公園桜

委員会にて質疑回答のご報告（抜粋）

AFTER

境内清掃

毎年恒例の年末夜警

伊興地区にて通学路の
看板に注意喚起を！

日頃の消防団
としての活動

こどもを見守ろう110番活動

また、先日無所属から足立区議会自由民主党の会
派に移行する運びとなりましたことも重ねてご報告
いたします。3月には30歳という節目を迎え、皆様方
の日頃のご支援のもと、今年度4年目の任期を迎えま
す。
まだまだ若輩者ではございますが、
コロナウイル
スの脅威は続くと思われる中で、初心と感謝の気持
発行元／お問い合わせ先

ちを忘れず、区民の方々のくらしと命を守り、寄り添
い支え続けます。足立区を更に活気溢れるまち、未来
を見据え、心から区民の方々が足立区を誇れるよう
笑顔が絶えない未来に繋げられるように、私自身全
力で努めてまいります。
足立区議会議員

〒121‐0831 東京都足立区舎人5-19-15
T E L：080‐7006‐0972
Eメール：doraﬁt.0530shiburyu@gmail.com FAX：03‐6332‐8769
足立区政について、皆様の疑問や意見をぜひ

ご意見・ご要望を お寄せください。上記のFAXかメールへご連絡
足立区内でしたらどこへでも
お聞かせください！ いただければ、
駆けつけます。お気軽にご連絡ください。

しぶや 竜一

しぶや竜一の
日々の活動をもっと
知りたい方は

オフィシャルLINEへ
是非ご登録を！

今号では、
令和4年度第1回定例会予算特別委員会（3月3日〜10日実施）にて行った質疑回答を抜粋してご報告いたします。
新型コロナウイルス感染症対策の
若者への対応について
しぶや

3回目のワクチン接種で、
副反応に対する不安の声が
若者を中心に出てきています。
寄り添った説明や安心

して接種できる体制づくりを区としてもこれまで以上に構築し
ていくべきだと感じています。

回 答（新型コロナウイルスワクチン接種担当部長）

3回目の接種を受けていただくことによって、
抗体価が上

がる点の確認をしております。
副反応の心配もあると思

高齢者対策・介護予防における
フレイル予防事業について
しぶや

高齢者の方々の体力づくり・免疫力向上を促す取

り組みとして、今後、
ウォーキング教室やパークで

筋トレ、高齢者の方々の体力測定会といった施策において

若者世代に関する区の施策について
しぶや

若者世代に対して、
足立区のこれからの取り組み、

これまでの歩みなどを分かりやすく届ける工夫を

していただきたいです。
工夫するための、
区の課題を教えて

ください。

予算特別委員会にて

コースの拡充や回数の増加を図っていくようですが、増や

すからには、
たくさんの方々に参加してもらいたいです。
ま
た、広報の周知として、地域包括支援センターや各地域学
習センターなどとも連携を図っていただきたいです。

いますが、
3回目接種を不安なく受けていただけるように

回 答（報道広報課長）

デジタル化し、
「 楽しい」など自分のためになるキー

ワードがあれば情報を見て下さると思います。
引き続
き若者世代に伝えるといった努力をしてまいります。

アーバンスポーツの施設拡充案について

広報を努めます。

しぶやの主張 !

今後注目されていくアーバン

私は2回目の接種はモデルナだったのですが、
やは

しぶや

り次の日、一日動けないくらい身体の倦怠感があり

ポーツセンターや舎人公園などスペー

ました。周りの同級生もほとんどの方が2回目の接
種時に副反応があったようです。少しでも不安感を

回 答（地域包括ケア推進課長）

取り除けるような、接種体制づくり・出来る限りのサ

今後、
介護予防教室に併せて、
これまでの区内の施設・

ポートをよろしくお願いいたします。

今後のワクチン事業・コロナ対策について
しぶや

小児（5歳から11歳）
の接種が2月26日から一部

小児科で開始されました。
また、
3月26日からの接

種会場として区内小中学校の体育館、計23校を利用して

公的施設の活用とともに民間施設などにも広げていく
形をとり、
更なる普及に努めてまいります。

健康あだち21推進事業、
糖尿病対策推進事業について
毎回様々な場で質問していますが、
コロナ禍にお

スポーツ発展のため、総合ス

スがある公園・施設に、少しでもアーバ

ンスポーツのための整備を検討してい
ただきたいです。

回 答（パークイノベーション担当課長）

アーバンスポーツに対する需要が高いという点は区も

認識しております。将来の需要性やケガへの対応等、
様々な問題もあると考えておりますので、
都内の先進事
例等をよく調査し検討してまいります。

旧入谷南小学校跡地活用について
しぶや

昨 年 2月に旧入 谷 南 小 学 校 跡 地 活用基 本 構 想

（案）
が示されてから、約1年が経過しました。
その

間、
サウンディング調査の実施など民間施設の利用や区、

また地域・地元の方々が求める区の諸室の確保を求めてき
ましたが、
そういった可能性を視野にした現実的な姿勢が

出てきたと思います。
区として民間事業者とのサウンディン

グ調査の中で、
コミュニティの場といったスペース確保の
要望もしっかりとしていただきたいです。
回 答（資産管理課長）

地域に開放できるスペースとして、
仕分けスペース、
貸

し会議室といったところを想定しております。
今後のサ
ウンディング型市場調査の中で確認してまいります。

自転車の交通マナーについて
しぶや

シェアサイクルのサイクルポートや自転車の駐輪

場などで、
自転車による事故が多いといったことを

います。
高齢者の方々の集団接種の際には不安感を取り除

しぶや

方々と共に行っていました。
接種後、
子どもたちは待機時間

症化リスクは非常に大きいと捉えています。今年度の糖尿

少し不安もあると思いますので、
「大丈夫ですか」
などの声

具のある公園の紹介・啓発を行い、
さらにＡメールやSNS

の課 題を、スポーツ・コミュニ

シェアサイクルポートなどの場所はリーフレット等が置

にも伝えていただきたいです。

ていましたが、
今後の実施はいかがでしょうか。

ン接種事業の問題を通して訴え

ます。

くために、少し他愛もない会話をするなど、委託事業者の

いても基礎疾患の糖尿病といった生活習慣病の重

もあると思います。特に保護者の方も待機している時間は

病月間においても、
運動の重要性を伝えるとともに、
運動器

掛けなど、
なるべく取り組んでいただくように事業者の方々

等を活用し、
糖尿病対策と関連付けて健康情報を発信され

回 答（新型コロナウイルスワクチン接種担当部長）

2回目の接種の時よりも少し体制を強化しております。
小児ワクチン接種会場につきましては、
医者を含め3名

ほど従事の方々の増員をお願いしているところです。
3名

増員したことにより、
待機時間の経過観察中に保護者の
方々・子どもたちのご不安を取り除けるように相談に乗

るなど、
状況を見ながら声掛けすることを取り組んでい
きたいと考えております。

回 答（区長）

令和3年度については、
地域のちから推進部と連携して

ウォーキングチャレンジなども行い、
ターゲットの参加者

も増加していますので、
様々な工夫を凝らして令和4年

日暮里・舎人ライナーの新型車両について

種するか悩んでいる方々に対して、最終的には家
族のサポートが重要となります。区としてもＬ
ＩＮＥの
通知などで対応を進めてもらっていますが、引き続

き丁寧な説明などに取り組んでいただきたいです。

女子医大が出来たことにより、乗車する方々は増

加したと思います。
今後、
日中の乗車率向上につな

げるために通勤・通院などで舎人ライナーを利用する方の
声にも耳を傾けることが必要だと思います。
回 答（交通対策課長）

足立区内外のどのような皆様が来院しているかなど、
今
後アンケート等の調査を実施してまいります。

これ まで 舎 人 地 域 な

ど、体育館がない地域

ティの場、避難所運営やワクチ

てきました。
現在、
区内に新たな

体育館といった施設を建設する
予定はないですが、今後も区の
方針は変わらないでしょうか。

回 答（区長）

旧入谷南小学校跡地活用について、利用希望の民間
企業の申し出がありました。
このようなタイミングを踏

まえ、
地域の皆様方のご要望にお応えできる利活用を
念頭に置き、
今後検討してまいります。

しぶやの主張 !

しぶやの主張 !

決して少なくないと感じます。副反応の割合や、接

しぶや

度も実施をしていきたいと考えております。

しぶや

区長からもご指摘の通り、保護者の方々の不安は

地域体育館について

ワクチン集団接種会場の観点からも、地元地域に
会場がないといったことを踏まえるとやはり、理に

かなっていないと感じてしまいます。今後のまちづ

くりの発展のためにも、
あきらめきれない気持ちが
ありますので引き続き検討をお願いします。

認知してもらうために注意喚起のリーフレット設置なども
必要ではと考えています。

回 答（交通対策課長）

けるようになっているため、
注意喚起を行なってまいり

子ども達の免疫力向上を促す
現在の取り組みについて
しぶや

1月の文教委員会の資料にもありましたが、
区の子

どもたちの全体的な体力低下が目立っているよう

です。
昨年も今年も、
コロナ禍の影響で様々なスポーツイベ

ントや体力向上を促す取り組みの体験が実施困難となって
おります。
こうした中、
総合型地域クラブなどとの連携が重
要です。

回 答（スポーツ振興課長）

ご指摘の通り、
地域の支援・協力をいただくという点が
重要だと考えています。
当然、
総合型地域クラブ・スポー

ツ推進委員さんたちの協力を仰ぎながら事業を進めて
まいります。

