
「江北エリアデザイン計画（案）」に関するパブリックコメントの実施結果及び
意見に対する区の考え方について

１　パブリックコメントの実施結果

　（1）実施機関

　　　平成30年9月10日（月曜日）から平成30年10月9日（火曜日）まで

　（2）意見提出者数　

　　　　意見提出者数　　　117通　119名（連名2通）

　　　　・提出者属性

年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明 合計

男性 1 2 2 3 48 56

女性 2 60 62

その他 1 1

合計 0 0 1 2 2 5 109 119

　　　　・提出方法

Eメール 6

Fax 5

郵送 11

窓口持参 95

計 117

　（3）意見の件数

　　　　　意見の件数　　　228件
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2　意見の内容（要旨）及び区の考え方

江北エリアデザインに関すること　　　3件
№ 意見概要 件数 区の考え方

1
・本計画は、賛成できかねる不十分な計画で
ある。

1

2
～
3

・9/6の資料は、不十分であり白紙に戻して
やり直すべき。

2

住民周知、意見聴取に関すること　　　6件
№ 意見概要 件数 区の考え方

4
・住民の声を丁寧に聞くために、まちづくり委
員会に住民代表をいれるべき。

1

5
・まちづくりは、誰でも参加して意見交換をで
きるようにしてほしい。

1

6

・大学病院が来ることは大変うれしくこの街
の活性化につながればと期待しているが、
補助138号線が商店街をつっきる計画なので
良くわからない。もっと詳しい図面と正確な説
明をしてほしい。

1

7
～
8

・まちづくりは、もっと早い時期に多くの住民
参加で話し合いを積み重ね作り上げるものと
思う。

2

9

・江北保健センターの移転について、移転先
だけでなく移転元にも説明するべき。

1 ・江北保健センターの移転に関しては、移転
元、移転先の地域のみなさまに説明してま
いります。

治安に関すること　　　4件
№ 意見概要 件数 区の考え方

10

・現在、江北駅には交番がない。今後発展し
ていく江北の中心地に交番がないのは不安
である（高野駅にあるのに、なぜもっと栄えて
いる江北駅にないのか）。ライフ、コンビニと
いった夜も開いている店も多いので、ぜひ、
早急に江北駅に交番を作ってほしい。

1

11 ・交番を設置をしてほしい。 1

12

・1.江北の現状　4)治安・防犯
治安は良いと思われるが、裏を回れば住宅
が密集し、狭く、細い道路が多いので防犯機
能を高める必要がある。ハード面では防犯
機器の設置、ソフト面では地域住民の啓もう
活動を地域の町会、自治会などと協力・提携
し話合いを進めるべきである。

1

13 ・女子医大周辺の治安・騒音対策をしてほしい。 1

防災に関すること　　　6件
№ 意見概要 件数 区の考え方

14 ・防災の件、水害時の逃げ場所の確保。 1

15
・防災面は、広範囲の地域に係る問題なの
で、狭い地域で考えるには限界がある。

1

・大学病院の移転をチャンスと捉え、区民の
皆様のご意見をお伺いし、未来に向けた江
北エリアデザイン計画を策定します。

・今後、公園改修や道路整備など具体的な
まちづくりにあたっては、説明会や個別説明
などを行い、ていねいに進めてまいります。

・新たな交番の設置は困難な状況ですが、
治安向上のためさまざまな対策を講じてまい
ります。

・特に刑法犯認知件数が区平均を上回る東
ブロックと北ブロックを中心に、地域の皆様と
協力して治安対策を講じてまいります。

・防災対策については、頂いたご意見も参考
に地震災害や風水害対策など、地域防災計
画における位置付けやエリア周辺の防災特
性なども勘案し対応してまいります。

2



16

・1.江北の現状　7)防災・公共交通・道路環境
鉄道橋、古い橋は一般堤防より高さが低い。
そこからの溢水により水災害が起こる可能
性があることを念頭に置いて防災環境を整
えるべきである。

1

17

・江北給水所は、シンプルな緑地公園とし、
災害時には仮設住宅及び関連施設として利
用してほしい。

1

18

・防災力向上について、居住地から歩いて行
くルートがない。足立区西部地域全体を考え
たエリアデザインとするべきである。

1

19
・危険なブロック塀を明らかにして安全を保
障してほしい。

1 ・別途、対応しております。

公共交通に関すること　　　26件
№ 意見概要 件数 区の考え方

20
～
27

・バス路線の整備などアクセスを考えてくださ
い。
・バス路線の整備など、交通アクセスを改善
してほしい。
・大学病院のバスの充実をしてほしい。
・大学病院までのバスを走らせてほしい。
など

8

28
～
31

・大学病院へのバスの経路を明確にしてほし
い。
・大学病院のバスの行先を明確にしてほし
い。
・バス路線は良く解るようにしてほしい。
など

4

32

・交通インフラの整備として、必要性があれ
ば鹿浜・堀之内地区への循環バス（東京女
子医大経由）の運行も検討を望む。

1

33

・江北駅からの病院アクセス道路は、歩車分
離をすべきであり、江北駅～病院の循環バ
スの計画を検討してほしい。

1

34
35

・宮城、小台から女子医大に行くバスルート
の検討。
・宮城地域から女子医大に直接行けるバス
が無い。通院できる計画が示されていないの
で困っている。

2

36
・新田から大学病院を通るコミユニティーバ
スを新設して欲しい。

1

37
・大学病院には、私の住む地域からもコミュ
ニティバスを走らせてほしい。

1

38
・女子医大から足立区役所に行けるバスを
整備してほしい。

1

39
・日暮里～加賀の都バスをおしべ通りを通し
て扇大橋経由で運行して、大幅に増便して
ほしい。

1

・統合新小学校や跡地を活用する施設に
は、必ず防災の視点を取り入れてまいりま
す。

・大学病院南側にバス転回場を整備する予
定です。このバス転回場を利用して、バスに
よるアクセス向上を図ってまいります。
・具体的なバスルートについては、決定しだ
いお知らせしてまいります。
・利用者にわかりやすいバス路線のご案内
に努めてまいります。
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40
・女子医大の開設に併せ、江北行きのバス
を増設して病院経由をしてほしい。

1

41

・以前運営していた都バスの王子～鹿浜間
のように王子～病院までのバス路線を復活
させてもらいたい。

1

42

・はるかぜの本数を増やしてほしい。
路線バスを充実してほしい。（バスを乗り継
いで区の出張所へ行くため）

1

43
・おしべ通りのコミュニティバスの座席は15人
分しかないので大型バスが必要である。

1

44 ・西新井大師から区役所に行けるバス。 1

45
・北千住、博慈会のミニバスを増やしてほし
い。

1

道路環境、歩行環境に関すること　　　53件
№ 意見概要 件数 区の考え方

46
・女子医大の開設に対して、補助１３８号線
の早期対策。

1

47 ・一方通行を両通行に。 1

48

・1.江北の現状　6)歩行環境
江北駅から医療施設までの通路の点字ブ
ロックを設置する際は位置は歩行者に優し
い場所での位置に設置をお願いしたい。

1

49 ・電柱の地中化を進めてほしい。 1

50
・病院への道路はどれも狭い。道路改善に
予算を出してほしい。

1

51

・近隣の道路幅が狭く、交通が混雑して住民
が横断歩道も渡れない状況になりかねな
い。

1

52
・病院周囲の周回道路を早期に実現してほ
しい。

1

53

・病院へ行く道路（尾久橋通りから直接入れ
る広いもの）を確保してほしい。もし困難であ
れば病院周辺道路の拡幅をしてほしい。

1

54
・昼間人口も車も増えると聞いている。道路
の整備を急いでほしい。

1

55
・138号線の開通とバス通りは広くできないの
か。

1

56
・道路が混むと細い道にも車が入ることがあ
るのでそれの整備を。

1

57
・学校等が集中する場所なので道路の安
全、環境の安全を重要視してほしい。

1

58 ・病院の道路の整備を進めてほしい。 1

59
・団地内の車の移動は一方通行が多いので
全体整備が必要である。

1

・高度な医療を提供する三次救急病院であ
り、災害時の医療救護活動の拠点中核病院
である本大学病院へのアクセス向上を図る
ため、東京都と協議し、補助第１３８号線の
早期整備に取り組んでまいります。
・大学病院周囲及び環状７号線から大学病
院までのおしべ通りの無電柱化に取り組ん
でまいります。
・大学病院周囲の区道について、交通円滑
化を図るため一方通行規制を解除し、両方
向通行可にする予定です。
・江北駅から大学病院までの歩行ルートの
確保や、バリアフリーに配慮した歩行環境整
備に取り組んでまいります。
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60
・おしべ道路が狭いことが気になる。病院が
来て周辺で事故があってはならない。

1

61

・大学病院ができることは楽しみであるが、
現在の道路整備状況ではバス路線の充実
による交通渋滞が不安である。

1

62
～
76

・大型道路を作るより、江北バス通りの無電
柱化や歩行空間の整備を優先してほしい。
・補助１３８号線の早期開通よりも江北バス
通りそのものの改善に本気で取り組むべき
である。
・江北バス通りの病院開設前の安全整備を
進めてほしい。大型道路の開設に何年かか
るのか。
・大型道路より江北バス通りを安全に行きか
いできるようにしてほしい。
・138号線の計画はそのまま進めずに、バス
通りを安全に歩ける道にして、高齢者も集え
る商店街にしてほしい。
・大型道路はいらない。江北バス通りの改修
と生活道路の整備に力を入れてほしい。
・江北バス通りを改善してほしい。無駄な道
路を作る必要はない。　　　など

15

77
～
89

・江北バス通りの改善、江北バス通りの無電
柱化や歩行空間の整備を優先してほしい。
・江北バス通りでは危ない思いをしたことが
何回かあるので、今はバス通りは通らない。
・バス通りの道路拡幅、電柱地中化で歩行
環境が改善され、災害にも強くなる。
・女子医大に24時間来る救急車台数はとて
も多い。江北バス通りの拡張はすぐに必要
であり、江北駅からの新道も必要である。
・江北バス通りは危険である。自転車、歩行
者も多く電柱が通行を阻害している。安全体
制、対策は早急に求められている。
・江北バス通りの歩行者はバス通りが狭くて
歩きにくい。
・江北バス通りを安全に通れるようにしてほ
しい。今のままでは危なくて怖い。
・病院ができることによる交通量の増加を予
想しているか？まずは、江北バス通りを改修
してほしい。　　　など

13

90

・「大型道路＝補助138号線の早期開通」は、
「安全な歩行環境整備の要望が多い江北バ
ス通りの交通負荷軽減が期待できる」とある
が、江北バス通りそのものの改善を本気で
取り組むべきである。
補助138号線計画は、この問題の解決とは
無縁の策である。「エリア内東西の移動」は、
江北バス通りの拡幅で十分達成が可能であ
る。税金の無駄遣いである。

1

・江北バス通りは、地区計画により建替え時
の壁面後退にご協力いただいていますが、
買収による道路拡幅は、沿道に堅固な建物
が多く難しく、また、電線の地中化について
も道路の地下埋設物が多いことと地上機器
のスペースがないことから困難な状況です。
・江北バス通りの現状での安全対策につい
ては、現状のバスの利用実態や歩行者の安
全通行の阻害要因などを把握して、さまざま
な視点から早期に実施できる対策を道路管
理者である東京都と協議してまいります。
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91

・②補助138号線の計画は、現況に既存道路
がないので立ち退き等の問題が生じる。江
北バス通りの歩行環境改善（電柱の地中
化、右折車線の確保、歩行者安全確保）

1

92
・補助138号線は、江北商店街を縦断する計
画であり、地元の活性化にはつながらない。

1

93
・江北バス通りは道幅が狭く危険である。一
方通行に早くしてほしい。

1

94

・江北バス通りはたいへん幅員が狭く、危険
であるため、荒川土手操車場と日暮里舎人
ライナー江北駅の間を、片側の電線地中化
を是非実施してほしい。

1

95

・補助138号線事業においては、代替地、移
転費用を日暮里・舎人ライナーと同じように
対応してほしい。

1 ・都市計画道路を整備する場合、ご協力いた
だく方には公共事業の補償の基準に基づき
対応してまいります。

96
97

・江北1-15付近の車通りが多いが道路幅が
狭く、車を避ける際怖い思いをしたので、安
全に歩行できる環境にしてほしい。
・居住地には危険な道路があり、以前も対応
をお願いしたが応答がない。降雨や夜は本
当に危険である。まず、現地を確認してほし
い。

2 ・別途、対応してまおります。

98

・【江北駅周辺整備・東京女子医大病院への
アクセス】
江北駅周辺は、区営駐輪場を移設し、跡地
に地域の防犯・防災拠点とした施設（交番
他）、地域広報掲示板及び緑・水・アートなど
を配した癒しの駅前整備を計画することを望
む。

1 ・現在の区営駐輪場を移設する予定はござ
いません。

買物に関すること　　　4件
№ 意見概要 件数 区の考え方

99
・買い物難民対策につながる計画を示すべ
きである。

1

100
・病院周囲は地域を盛上げる商店街にして
ほしい。

1

101

・遠く自転車に乗れなくなったら買物ができる
ところが無くなる。歩いて行ける所に商店を
配置してほしい。

1

102 ・江北商店街をにぎやかにしてください。 1

みどり、公園に関すること　　　1件
№ 意見概要 件数 区の考え方

103

・【公園の整備】
公園は、不特定多数の者が地域社会で住民
同士が出会える場所として活用する。
1.ボール遊び、2.動物と人がふれあえる、3.
水風景・水遊び、4.教育・遊び、5.アート（彫
刻、他）、6.アドベンチャー、7.日本・外国庭園

1 ・エリア内の公園改修にあたっては、「健康」
をキーワードに、地域の皆様のご意見をお
聞きしながら進めてまいります。

健康に関すること　　　2件
№ 意見概要 件数 区の考え方

・日暮里・舎人ライナー沿線を「にぎわい軸」
として設定し、日常生活における買い物や飲
食などに適した商業施設等を誘導してまいり
ます。
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104
・病気予防に対して「野菜を食べよう」は、何
かが違う。

1 ・区民の健康寿命延伸を目指してベジタベラ
イフの普及に取り組んでまいります。

105

・1.江北の現状　5)健康
家庭生活環境に大きく左右される問題で家
庭教育、学校教育での啓もう活動が必要。

1 ・保健センターと学校の連携による啓発活動
など検討してまいります。

地域医療に関すること　　　5件
№ 意見概要 件数 区の考え方

106

・1.江北の現状　1)地域医療「潜在的な資源」
病院の設置有りきで無く、足立区の民生（福
祉）事業の一環として位置づけ、将来を見据
えた地域計画の中の医療施設を建設してく
れることを望む。

1

107

・【医療・介護の連携連携を進めてほしい】
女子医大と地域診療所とクリニックとで人口
が増加している江北地域の地域診療・医療
構想が必要である。まず、定期的な懇談会を
開催してほしい。

1

108

・「江北保健センター」や「医療介護連携施
設」の機能こそ、高野小跡地でがなく、大学
病院北側の用地である統合校予定地が適
切ではないか。

1

109

・上沼田中学校は、そもそも高齢者施設とし
て活用できる設計と聞いている。医療と介護
の連携施設として活用するべきである。

1

110
・現在の江北保健センターを大学と連携した
教育施設として活用できないか

1

111
江北保健センターや包括支援センター、文化
施設などこそ統合小学校候補地につくるべ
きである。

1

大学病院に関すること　　　48件
№ 意見概要 件数 区の考え方

112 ・救急医療病院にしてほしい。 1

113 ・救急医療の受入れの拠点の充実を望む。 1

114
・大学病院は災害時医療拠点として住民の
要望にそって充実を図ってほしい。

1

115
・病院全体を防災時全面活用できるようにし
て屋上にはヘリポートを作ってほしい。

1

116
～
121

・大学病院は、全科目を診療できるようにし
てほしい。　　　など

6

122
・大学病院の移転は歓迎である。産婦人科と
小児科の充実を求める。

1

123
・救急医療、がん診療救急医療の拠点として
強化してほしい。

1

124
・病院に対する要望も区が取り次いでもらい
たい。

1

125
・女子医大は大きいので治療を安くしてほし
い。

1

126 ・誰もがかかれる病院に 1

・現在の東京女子医科大学東医療センター
は、「地域医療支援病院」として病院を運営
しております。移転後も地域に根ざした多く
の区民の皆様が望む病院となるよう、協議、
調整を重ねてまいります。
・江北保健センターは移転して施設更新する
ことで健診対応等の充実を図るとともに、医
療と地域保健の連携を強化してまいります。
・地元町会長、足立区医師会、歯科医師会、
薬剤師会、東京女子医科大学及び足立区で
構成する運営協議会において、それぞれの
役割を共有しながら地域医療との連携体制

・診療科目については、足立区議会大学病
院誘致促進議員連盟の要望を受け、足立区
から東京女子医科大学へ要望書を提出して
います。

・地元町会長、足立区医師会、歯科医師会、
薬剤師会、東京女子医科大学及び足立区で
構成する運営協議会において、それぞれの
役割を共有しながら地域医療との連携体制
を構築できるよう努めてまいります。移転後
も地域に根ざした多くの区民の皆様が望む
病院となるよう、協議、調整を重ねてまいり

・東京女子医大東医療センターは、移転後も
三次救急病院、地域災害拠点中核病院の
役割を担い、ヘリポートも整備される予定で
す。

・江北桜中学校跡を江北保健センターや医
療介護連携施設として活用する予定です。
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127

・高度医療は魅力であるが、低所得者には
かかりにくい。経営悪化の時の不安などから
多くの人の要望は都立病院であった。

1

128
～
133

・差額ベットの病室を極力少なくして、誰でも
安心して入院できるようにしてほしい。
など

6

134
～
137

・大学病院は差額ベッド代は取らないでほし
い。住民が誰でも安心して通える病院にして
ほしい。
・大学病院の差額ベッドを無くし、お金のない
人も入院できいるようにしてください
・差額ベッド代は大変なので無くしてほしい。
・高額な室料（差額ベッド料）は困る。　　など

4

138
～
140

・大学病院には、採算性を理由に、高額な室
料が徴収される「差額ベッド」が増えることが
懸念される。都営住宅が多いこの地域で診
療科を広げ、いつでも気軽に安心して診察し
てもらえる病院にしてほしい。
・差額ベッド代のためにかかれない人も多い
と思う。誰もが安心してかかれる病院を望
む。
・病院ができるのは嬉しいが、差額ベッドや
その他医療費以外の支払いが不安である。
お金が無くても診てもらえる病院にしてもらい
たい。　　　など

3

141
女子医大の移転に伴い、少額の年金受給者
のため差額ベッドのない部屋を希望する。

1

142

東京女子医大が出来ることは安心した。差
額ベッド代があることについて一考してほし
い。

1

143

高度医療の病院ができても差額ベッド代が
高かったり、紹介料が負担になるため、所得
が少ない者にはかかれない。

1

144
145

・女子医大ができるのはとてもうれしいが、一
般の人も急病の時は紹介状無しで診てほし
い。
・大学病院ができるのは安心して生活ができ
ると思う。急病の時には紹介状が無くても診
てほしい。

2

146
～
155

・紹介状無しで、誰でも診てもらいたい。
・東京女子医大への要望として、紹介状が無
くても診てもらいたい。
・・大きな病院ができるようなので、誰でも診
てもらいたい。紹介状無しで受付してほし
い。
東京女子医大病院で、紹介状が無くても、誰
でも受付してもらいたい。

10

156
病院に初診料などがかかりやすいシステム
を願いたい。

1

157

大学病院ができ、うれしいが紹介がないと高
い初診料が取られるのは困る。誰もが受診
できる病院であってほしい。

1

病院となるよう、協議、調整を重ねてまいり
ます。

・差額ベッド料については、区民の利用に配
慮して欲しい旨を足立区議会大学病院誘致
促進議員連盟の要望を受け、足立区から東
京女子医科大学へ要望書を提出していま
す。

・国の方針により、400床以上の病院は、紹
介状なしに受診した患者については初診時
に5,000円の支払いをうけることとされていま
す。なお、国の方針では、救急の患者など、
緊急やむを得ない場合については、特別料
金の徴収は行わない方針です。
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158
159

・病院と学校が近すぎると思う。大きな道路
で空気はどうなるのか。
・病院と統合校が近すぎる。

2 ・大学病院、新たな統合小学校ともに、周囲
に歩道を設けるとともに、地区計画に基づく
緑化を行うなど、環境に配慮した計画とする
予定です。

学校統廃合に関すること　　　55件
№ 意見概要 件数 区の考え方

160
～
178

・高野小・江北小の統廃合をしないでくださ
い。
・高野小と江北小を統廃合しないでほしい。
・小学校の統廃合に反対。
・エリアデザインに伴う学校統廃合はやめて
ほしい。　　　など

19

179
～
184

・高野小、江北小なくさないでほしい。地震の
避難場所にしてほしい。
・江北小・高野小統合校は大反対、地域住民
の防災避難所を確保しグラウンドにしてほし
い。
・高野小学校の統廃合は中止してほしい。日
暮・舎人ライナーの開通に伴い住宅が増加
し、避難所が必要である。
・高野小と江北小の統廃合に反対である。高
野小と江北小は、地域の災害時の避難場所
として大切な施設である。
・高野小・江北小を統廃合しないでほしい。
最近自然災害が多い中で、避難所が無くな
ることが心配である。
・学校は災害時の避難拠点となる。
高野小、江北小統廃合は今からでも計画を
中止すべきである。災害の際、避難拠点の
役割も重要、また少人数学級のてんからも
意義がある。統合は、区財政の無駄使いで
ある。水害時の避難先の検討も明確ともい
えない。
・学校統廃合の計画は高野小がなくなって江
北小になると聞いていたのに困る。防災用品
もあると聞いている。　　など

6

185
～
189

・高野小と江北小の統合に反対。今の高野
小よりも４６０㎡小さく問題である。教室数が
足りなくなった新田小、千寿小の二の舞にな
りかねない。
・新小学校用地は狭いので、隣接する公園も
買収する必要がある。
・小学校の校庭は広くしてほしい。新しい小
学校をみていると校舎に圧倒され校庭がより
一層狭くみえる。
・高野小と江北小を統合校の敷地面積は高
野小よりも460㎡狭い。これでは新田学園の
二の舞になりかねない。高野小跡地活用案
については、子どもたちの実態、保護者の意
見を無視した一方的な計画のため反対であ
る。また、小学校は災害時の避難所になるた
め、学校の統廃合を安易に進めることは反
対である。
・高野小学校をなくすことに反対である。今度
の統合校は広さが高野小より狭いので校庭
が狭くなる。病院の隣は救急車の音で勉強
の妨げになる。

5

・江北小学校と高野小学校の統合は、学校
を児童数に見合った適正な規模にして教育
環境を整備するために行なうものであり、適
正規模・適正配置計画に基づき、東京女子
医大北側の都営住宅創出用地を新校舎予
定地として進めてまいります。
・統合小学校の校名、校章、校歌について
は、両校のPTAや住民代表等により設置す
る統合地域協議会において検討してまいり
ます。
・統合小学校の整備にあたっては、大学病
院と同様に敷地内に歩道を設け通学時の安
全性の向上を図るとともに、教育環境の充
実に充分配慮して進めてまいります。
・統合小学校及び高野小跡の新施設の建設
により、小学校統合以前よりも避難所収容
人数を増やすとともに避難所の施設機能も
高いものにします。また、江北小跡について
は、災害時に応急仮設住宅の設営が可能と
なる公園として整備します。江北エリア全体
の防災力の向上を図ってまいります。
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190
～
193

・高野小と江北小の統合は新田小の総括を
検討してからにしてほしい。特に通学路の安
全確保には万全を期してほしい。
・病院だけがクローズアップされ、学校の大
切さが見えてこない「まちづくり」に疑問であ
る。新田の愚かな経験を再び繰り返そうとし
ていることに呆れ怒る声は増えている。
・江北小・高野小は防止のため残してほし
い。新田の失敗を繰り返さないでほしい。数
年経過を見て計画を見直ししてほしい。
・高野小・江北小の統廃合は必要ない。新田
の二の舞になる可能性が高いと思うので、
統廃合はやめるべき。　　　など

4

194
～
197

・病院のとなりに学校はふさわしくない。統廃
合はしないこと。
・高野小と江北小を統廃合しないでほしい。
小学校と病院が隣どうしはいかがなものか。
・学校統廃合はやめるべきである。病院のと
なりに学校はダメである。
・病院のとなりに学校はふさわしくない。

4

198
～
200

・統廃合は税金の無駄遣い。統廃合は中止
してほしい。子どもの通学時間が長くなり危
険が増大する。
・高野小・江北小をなくさないでほしい。病院
の隣には保健センターの方が地域連携にも
合っている。おしべ通りの渋滞で通学も危険
である。
・高野小・江北小の統合は通学域が広くなり
通学の安全を確保できないと思われるので
廃止してもらいたい。そして、両校建替えても
らいたい。

3

201

高野小・江北小を統廃合しないでほしい。
エリアデザインはまちづくりでなく町壊しであ
る。子供が減ったら少人数で学級運営をして
ほしい。病院に隣接して学校はどうかと思
う。交通・騒音・病原の不安がいっぱいであ
る。

1

202

住民合意のない学校統廃合はすべきでな
い。
①日暮里・舎人ライナー沿線人口増加によ
り、高野小学校は適正規模の学校になる。
②統合校予定地は、高野小より狭く見える。
③病院の隣に学校は、どちらの施設も迷惑
である。
④江北小学校は、防災機能として地域になく
てはならない施設である。

1

203 学校も大切なのでなくさないでほしい。 1

204
205

江北小学校をなくさないでほしい。 2

206

江北小の存続を希望
統合移転は仕方ないことでも、校名、校歌を
残し、校歴も受け継いでほしい。

1
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207

学校統廃合に多額の費用をかけるのではな
く、高齢者のコミュニティセンターを作ってほ
しい。

1

208

江北小・高野小の跡地利用は、福祉関連施
設、江北地区に足らない施設の計画を希望
する。

1

209
江北小・高野小の校舎は解体せずに模様替
えなどで利用することはできないか。

1

210

高野小は、教室内を改修して、行政・地域社
会の施設、外国交流、芸術、文化、教育、他
の関連などの情報発信スペースとして、また
大学との連携施設として子供の教育向上を
目指した活用を望む。

1

211

統合校、他の建築物を建設する際は、芸術
性、機能性、自然と共生、環境保全、児童福
祉に配慮し、地域空間に適したデザインで、Ｉ
Ｔ授業などに対応できる教育環境を備えたも
のを望む。

1

212

旧上沼田小学校は、小学校校舎を解体せず
避難所として活用し、区民開放して宿泊でき
る文化・ｽﾎﾟｰﾂ活動に活用できる施設にして
ほしい。

1

213
旧上沼田小学校はこのまま残して活用して
ほしい。

1

その他　　　15件
№ 意見概要 件数 区の考え方

214
～
217

・サッカーにおける「人工芝」グランドの建設
をお願いさせて下さい。
・スポーツ施設として是非人工芝サッカーグ
ランドを設置いただきたい。
・上沼田東公園改修にあたり三種のスポー
ツ施設の設立（サッカー、テニス、野球）、周
辺半径2kmにはテニスコート（7か所）と野球
場（9か所）があるため、上沼田小学校跡地
には人工芝サッカー場を設立できないか。
・高野小学校跡地には、人工芝の多目的広
場（サッカーコートのライン含む）、ナイター照
明設備の整備

4 ・高野小学校跡地には、サッカーが可能な人
工芝の多目的広場を検討してまいります。

218

東京都とコラボがないのは残念。 1 ・大学病院用地及び統合小学校用地の取
得、江北給水所上部の利用、道路整備な
ど、さまざまな分野で東京都と協議、協力し
て進めております。

219

長年、高野小の騒音に悩ませれていたの
で、高野小跡地と江北給水所の計画では、
多目的広場を江北給水所の北側とし、保健
センター施設を高野小学校跡地側に計画し
てほしい。

1

・学校跡地などの活用については、エリアデ
ザイン計画に沿って、「健康」をキーワード
に、区民の皆様のご意見を伺いながら、民
間企業の誘致や公共公益施設の整備を進
めてまいります。

・旧上沼田小学校校舎は解体し、上沼田東
公園として拡張を予定しております。

・学校跡地などの活用については、エリアデ
ザイン計画に沿って、「健康」をキーワード
に、区民の皆様のご意見を伺いながら、民
間企業の誘致や公共・公益施設の整備を進
めてまいります。
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220
221

ソフトウェアー系の遊びと国際交流が必要。
・【国際交流施設】
足立区はベルモント市と姉妹都市を結んで
いるので、それを活用するような国際文化交
流地域として発信したい。

2

222
東京マリンのような民間で高額なジムでな
く、住民が安く使えるジムを作ってください。

1

223
【標識計画】
江北地域のサインの充実をお願いしたい。

1 ・江北地域のサイン整備については、大学病
院開設にあわせて実施する予定です。

224
225

・日暮里・舎人ライナーの工事では、夜中の
工事騒音が続き大変な思いをしたので、配
慮してほしい。
・近隣住民にとっては、騒音・感染・車優先な
どの心配も多い。安心して住める環境づくり
を求める。

2 ・建設工事などにあたっては、周辺の皆様へ
の影響を極力少なくするよう努力してまいり
ます。

226
足立区に小さな家を建てて住んでいる。今に
なって道路拡幅や電線地中化もできない。な
んとかならないか。

1 ・具体的にまちづくりを進める際には、地域
の皆さまにていねいに説明してまいります。

227

「住んでいるだけで健康になる」は、年金生
活では利用できるのか。

1 ・「住んでいるだけで自ずと健康になるまちづ
くり」は、計画のコンセプトのひとつであり、特
に高額な利用料を必要とする施設の建設は
想定していません。

228
医療・介護について、介護保険をもっと安くし
てほしい。

1 介護保険は、介護が必要になった方とその
家族を社会全体で支える制度であり、区民
の皆様が安心して生活していくためにも、区
には介護保険制度を安定的に運営すること
が求められています。そのために適切な保
険料を設定していきます。

12


