
　　    昨年度、西側の開設予定がな
ぜ止まったのか。周辺は慢性的な駐輪
場不足であり、早急に整備すべきだ。
　　    三菱製紙から借用予定だった
が、有償取得の要望があり、取得区域
や価格検討が必要になり整備できな
かった。引き続き協議を行っていく。

http://www.kobahito.com/ 連絡先：葛飾区立石5-13-1　TEL 03-3695-1111（内線）2847

平成22年
秋号区議会レポート

昭和４８年１月葛飾日赤産院で生まれる。水元保育園、花の木小、水元中、江戸川学園取手高、早稲田大学社会学部卒。
新樹会・末次一郎事務所勤務、松原仁衆院議員公設第一秘書。
所属委員会：文教委員会・都市基盤整備特別委員会

１時間４本に増発！

金町、水元地域の
安心・快適をつくる

小林

区長

小林ひとし小林ひとし
プロフィール

QRコード
（携帯からもご覧になれます）

　これまで小林議員が議会を通じて強く要望してきた京成金
町線の増発がようやく７月５日のダイヤ改正で実現しました。こ
れまで平日の昼間は１時間に３本でしたが、これからは１時間
に４本の運行になります。平日は８０本から８９本に、休日は６
５本から７５本に増発されますます利便性が向上しました。

　利用者からの要望が多く、小林議員も議会で取り上げ
てきましたが、５月から金町駅北口東側駐輪場の利用時
間が拡大しました。新たな利用時間は午前４時から午前
１時３０分となり、ＪＲの始発から終電まで利用できるよう
になりました。しかし現在、駐輪場の定期利用希望者が
多く、１～２年待つ状況です。これかからも駐輪場の増設
など整備に向けて取り組んでいきます。

　地元の方から水
元公園の入口(香
取神社付近・東水
元2-41)の道路が
危ないと指摘を受
け、改良工事を施し
ました。見通しを良
くするため、車が駐
車できないようオレ
ンジ色のポール、横

断歩道を設置しました。これからも地元の皆様のご意見を伺
いながら安全な街づくりを目指してまいります。

整備について

見通し良好に！

京成金町線

利用時間が拡大！
金町駅北口駐輪場（東側）

取組中
です

金町駅周辺の自転車駐輪場

水元公園・入口付近の道路

本号の主な内容
●金町水元地域の政策実現特集　●教育施策とアンケートについて

西側
東側
東金町側

待機期間

2年9カ月
1年6カ月
5カ月

待機人数

1,100人
350人
260人

金町駅北口駐輪場の
定期利用の待ち状況

区議会で質問した課題が

季
刊

事故防止のために改良された水元公園入口の道路

増発した京成金町線 駐輪場増設に積極的に取り組んでいます

●いきいきふれあいサロン(堀切地区)
について
●金町駅北口の街づくりについて
●新宿六丁目公園整備について
●フィットネスパーク構想(水元地区)に
ついて

●区の情報公開・日曜開庁について
●高齢者の孤独死対策について
●区立学校の土曜授業について
●地域スポーツクラブについて

●小中一貫校「新小岩学園」について
●区立学校の土曜授業について
●ＡＥＤの貸出促進等について
●新たな金町駅北口自転車駐輪場設置について

詳しくは葛飾区議会ホームページ（http://www.katsushika-kugikai.jp/）・小林ひとしホームページでご覧になれます。

質問
しました

こんな
平成２１年
第４回定例会

平成２2年
第1回定例会

平成２2年
第2回定例会

平成２2年第3回
定例会 9/16～

区議会第3回定例会が9月16日より
始まります。今回も皆さんのご意見をも
とに質問や要望を区へ働きかけます。

区政へのご意見・ご要望をお聞かせください！

改良前



季刊小林ひとし 区議会レポート

　　　本区における小中一貫校の学習面での特徴はどういうところ
にあるのか。
　　　小中一貫校の特徴は学習指導要領による６・３制を維持しな
がら指導方法の工夫改善による小中連携の強化しながら一貫教育
を進めていくことである。小中一貫校で得られた成果を他の小中学
校にも広め、さらに小中連携を推進してまいりたい。
　　　小中一貫校に通う場合の保護者の負担について、小1からブ
レザーの制服を導入すると聞く。①想定価格帯②制服以外で入学
準備にかかる費用は他の学校と同じと考えていいか③在学中の教
材等の費用についても同様か。
　　　協議会で検討を行った結果、小中一貫校としての一体感や
愛校心を育むため導入することとし、平成２３年度の新１年生から順
次導入し、在校生については３年間の移行期間を設け、平成２６年４
月には全学年で導入することを決めた。具体的には標準服はブレ
ザーの上着とし、安価なものを選定する方向で検討が行われている。
また、入学準備や教材等に要する保護者の方々の負担については
他の小学校と変わりはないものと考えている。

　　　土曜授業については検討委員会で検証することになっている
が、本格実施に移行する上で検証のポイントはどこか。また保護者に
対してもアンケート等の形で広く意見を聞くべきと思うがいかがか。
　　　現在年間５～９回実施しているが、来年度の本格実施の際は
月１回程度の実施、統一的な実施、小学校と中学校を同じ日に実施
するかもどうかも含めて検討していく。また意見はＰＴＡ連合会や地
域団体、社会教育団体などから伺う。
　　　来年度から土曜授業を本格実施する場合は夏休みの縮減
や学習教室もそのまま続けるのか。
　　　夏季休業日の縮減は現行の学習指導要領における授業時
数の確保策として実施したものであり、葛飾区教育振興ビジョンの
中で引き続き行うと明記されているので継続して実施していく。また
学習教室は土曜日授業プロジェクト検討委員会の中でさらに充実で
きるよう検討していく。

小中一貫校「新小岩学園」 土曜授業の
実施

差し支えのない範囲で結構です。以下の欄にご記入ください。

保護者の皆様など、教育に関心のある方におたずねします。皆さんの声を
区政に反映すべく、今後の議会活動に活用させていただきますので、ぜひ
ご意見をお聞かせください。

●土曜授業について
区立小・中学校では今年度から土曜授業を年間約５回程度試行し、今
後さらに増やす方向で検討が進められておりますがどう思いますか。

●土曜授業の実施日
現在、各学校ごとに土曜授業の実施日が異なっているため統一して同じ
日に実施すべきという意見がありますがいかがですか。

●夏休みの短縮
現在区立小・中学校では夏休みの５日間短縮を行っていますが、どう思
いますか。

●小中一貫校
来年度に新小岩地域に小中一貫校「新小岩学園」を設置しますが、その
他の地域にも設置すべきと思いますか。

●小中一貫校の制服導入と費用負担
小中一貫校を開設する新小岩学園(現在の松上小、新小岩中)では小
学生にも制服を導入しますが、費用負担も含めてどう思いますか。

●教育委員の定数
葛飾区教育委員会は２年前に教育委員の定数を５名から６名に１名増
やしましたがどう思いますか。

●その他区政についてのご意見がございましたらご記入ください。

賛成　　現状の５回程度でよい　　反対　　どちらでもない

賛成　　各学校ごとに決めるべき　　どちらでもよい

続けるべき　　やめるべき　　どちらでもない

思う　　思わない　　どちらでもない

賛成　　価格が安ければ賛成　　反対　　どちらでもない

賛成　　反対　　どちらでもない

理由・ご意見

理由・ご意見

理由・ご意見

理由・ご意見

理由・ご意見

理由・ご意見

郵送は〒124-8555　（郵便番号のみで届きます）　葛飾区議会議員小林ひとし宛までお願いします。なおホーム
ページからもご回答いただけます。http://www.kobahito.comトップページからアンケートへお進みください。

皆さんのご意見
お聞かせください

FAX:03-3608-2502 郵送・ホームページでも
受付中！

小林ひとしは、皆さんの意見を区政に
反映させます！

小林

部長

教育長

小林

部長

小林

部長

小林

葛飾区の
教育
施策保護者の負担費用は？

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご住所

年齢　　　　 ご職業　　　　　　 　　TEL　　　　　　　　　　　　　E-mail
ホームページでも
募集中！

特　集



http://www.kobahito.com/ 連絡先：葛飾区立石5-13-1　TEL 03-3695-1111（内線）2847

平成22年
秋号区議会レポート

昭和４８年１月葛飾日赤産院で生まれる。水元保育園、花の木小、水元中、江戸川学園取手高、早稲田大学社会学部卒。
新樹会・末次一郎事務所勤務、松原仁衆院議員公設第一秘書。
所属委員会：文教委員会・都市基盤整備特別委員会

小林ひとし小林ひとし
プロフィール

QRコード
（携帯からもご覧になれます）

本号の主な内容
●区議会質問録ダイジェスト　●教育施策とアンケートについて

季
刊

安心・快適な葛飾を
めざしています

男性
女性
計

葛飾警察署
管内

62人
28人
90人

平成２０年
葛飾区内の孤独死者数

に向けて東奔西走！

●金町駅北口の街づくりについて
●新宿六丁目公園整備について
●フィットネスパーク構想(水元地区)
について

●区の情報公開・日曜開庁について
●高齢者の孤独死対策について
●区立学校の土曜授業について
●地域スポーツクラブについて

●小中一貫校「新小岩学園」について
●区立学校の土曜授業について
●ＡＥＤの貸出促進等について
●新たな金町駅北口自転車駐輪場設置について

詳しくは葛飾区議会ホームページ（http://www.katsushika-kugikai.jp/）・小林ひとしホームページでご覧になれます。

質問
しました

こんな 平成２１年第４回定例会

9/16～開会
区議会第3回定例会が9月16日より始
まります。今回も皆さんのご意見をもとに
質問や要望を区へ働きかけます。

　　　まだ浸透していないと聞いており、ＰＲが課題と思うが。
　　　区民へのＰＲは近隣町会を対象にした回覧を行い、広報
かつしか、葛飾社協だより等でＰＲし、さらに堀切地区センター
でチラシ配布などを行ってきた。これからも周知に努める。
　　　ふれあいサロンを区内他
地域にも広げていくべきでは。
　　　今後３年間、モデル事業と
して実施する中で、その結果や効
果を検証した上で、他地域にも広
げていくべきと考えている。

　小林議員はこれまでも議会で積
極的に高齢者の孤独死問題を取
り上げてまいりました。その結果、
毎年警察署と連携して高齢者の
孤独死の状況把握を行うことにな
りました。また、新区長に孤独死対策の所見を質しました。
　　　本区の孤独死対策は「かつしかあんしんネット」で行っ
ているが、実態は民生委員に丸投げするだけで不十分であり、
行政もサポートするよう主張してきたが新区長の所見を伺う。
　　　かつしかあんしんネットワーク事業は平成１７年からで、
その他にも「ひとりぐらし高齢者毎日訪問」や「小地域福祉活
動」など社会福祉協議会による事業、高齢者クラブによる「友
愛実践活動」がある。今後も孤独死対策を充実させていく。

1

2

3
　　　区内ＪＲの駅では、平成１８年度から、日曜日でも放置
自転車対策の巡回指導を行っているが、京成青砥駅入口付近
における日曜日など休日の放置自転車の撤去及び指導・誘導
について、どのように考えているのか。
　　　青砥駅周辺の対策を強化している。青戸第一団地東側
のバス通りなど、放置自転車が増加している区域を撤去可能
な整理区域に加えた。さらに駐輪場を駅南側に新設した。休日
の放置自転車対策としては、今後、地元商店会などの協力を得
て、委託業者と実施日の組みかえ協議を行い、月１回程度、休
日も撤去及び指導・誘導ができるよう努力する。

小林

部長
小林

部長

高齢者の孤独死対策

京成青砥駅付近の放置自転車対策

「ふれあいサロン堀切」の周知ＰＲ
小林
区長

小林

区長

「ふれあいサロン」を
他地区にも拡大を！

孤独死を
出さない街に！

青砥の放置自転車
ゼロを目指して！

亀有警察署
管内

54人
24人
78人

合計

116人
52人
168人

平成２2年第1回定例会

平成２2年第2回定例会

区政へのご意見・ご要望を
お聞かせください！

平成２2年
第3回 定例会


