2012 年 1-2 月
2012 年がスタートしました。今年こそは良い年になります
ようと願いつつ、初詣に行ってまいりました。平穏無事で
いることの有り難さを痛感した昨年。日常生活の豊か
さを実感し、安心して暮らせる
荒川区にしていきたい。

平成 24 年第 1 回定例会が開催！
今年はじめての議会、第 1 回定例会が 2 月 15 日（水）〜 3 月 15 日（木）までの会期で開催
されます。特に今回は、会期中の 2 月 27 日（月）〜 3 月 9 日（金）には平成 24 年度の予算特
別委員会があります。今回は、本会議の一般質問に私も立たせていただきます（日程は 2/15 か
2/20 の午後 13 〜 17 時の間、1 時間）。お時間があればぜひ傍聴にお越しください。荒川区に
有意義な提案をしたいと思っております。

区内 195 施設の放射線量の測定終了！

区内放射線量測定結果

国が昨年 10 月 21 日に方針を発表したのを受け、荒川区は 11 月 7 日から区内 195 ヶ所の学校
・公園・児童遊園等の施設の放射線測定を開始し、首都大学東京の専門家による測定を行い、12
月 14 日に終了しました。測定結果はホームページで公表しておりますが、ご参考までに一部抜
粋で結果をご報告いたします。
測定場所

空間線量率 (μSv/h)
地上 1m 地上 50cm

他の測定場所

地表

東尾久保育園 園庭中央

0.10

0.11

0.11

砂場、西側排水ます、西側植栽

熊野前保育園 園庭中央
尾久幼稚園 園庭中央
赤土小学校 校庭中央
尾久小学校 校庭中央

0.16
0.11
0.10
0.10

0.17
0.12
0.11
0.11

0.18
0.14
0.11
0.11

砂場、北側排水口、南側植栽、2 歳児室前
砂場、入口付近排水口、北側植栽、東側塀
砂場、芝生、側溝、プール入口横
砂場、腐葉土置場、保健室前雨水桝、農園

＊詳しくは http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/bosaibohan/touhokujisinkeika/housyasen/i0040040042011110.html
＊0.23μＳｖ/h 以上の箇所は念のため土の入替えや除染で対処しています。

自民党区議団、 スカイツリー直行バスについて要望！
東京の新しい名所として期待される東京スカイツリーも来年
5 月には開業が予定されています。成田空港−日暮里駅間が 36
分で走行するスカイアクセスや、ＪＲ山手線・京浜東北線の走る
日暮里駅は、最短 15 分でスカイツリーへ到着する位置にあり、
国内外からの観光客確保の足がかりとなる事は必然です。自民
党荒川区議団としてスカイツリーのある押上までの直行バス運
行の要望を都交通局・京成バスに昨年より強く要望しています。
いよいよ来年に向けて本格始動してくる時期です。この要望に
対し、現在、関係機関は実現に向け、積極的、かつ前向きに検
討しています。

荒川区が経営革新度調査で高い評価！効率化・活性化度は全国 1 位！
日本経済新聞社等が、全国 809 市区の行政の透明性・効率性をみる経営革新度調査で全国 10 位！

自民党に新しい風を！
電話：080-6505-8823 ＦＡＸ：03-6327-6308
-
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荒川区いろいろ募集！ →詳しくは区ホームページで

あらかわ珍図鑑⑨
三河島菜は、江戸時代に荒川区付近で栽培が
盛んだった漬菜で、峡田と名の付く小学校の校
章のモチーフにもなっているが、中国伝来の白
菜のために種子さえ途絶えていた。数年前に江
戸東京・伝統野菜研究会が、参勤交代で仙台芭
蕉菜と名前を変えて
伝わっていることを
つきとめ、近年は尾
久宮前小学校等で栽
培されている。
（芽が出た頃、収穫するころ
には 60cm 程に成長する→）

●ディスカバーあらかわ作品絵画･版画･彫刻･染織募集

（-2/3）

区内に介護施設新設ぞくぞく！
公営、民営の介護施設が今年の春からオープン。

【特別養護老人ホーム】
●癒しの里南千住（南千住 6-67-8）
3 月開設、定員：100 名、デイサービス：20 床、
ショートステイ：10 床

2/1 開設、定員：27 名

●ケア 21 たのしい家荒川（荒川地域）

2012 年の新春、1 月 1 日の朝日新聞の朝刊の社説
「ポスト成長の年明け―すべての将来世代のために」
、
読売新聞の特集「3.11 日本あれから―あなたの幸せ
何ですか？」に荒川区の名前が登場しました。昨年発
生した東日本大震災や被災地にご訪問するために訪日
されたブータン国王夫妻、王国で 40 年も前から取り
組んでいるの「国民総幸福量（ＧＮＨ）
」をきっかけ
に、人間生活の基本を見直してみれば、日本の取るべ
き新しい価値観として「しあわせ」という指標を再発
見したということでしょう。荒川区は全国に先駆けて
7 年前から幸福の指標について研究している区として
紹介されていました。喜ばしいことです。荒川区自治
総合研究所が設立されて 3 年、荒川区民総幸福度（Ｇ
ＡＨ）や子どもの貧困のテーマでは報告書が出ていま
すし、地域力や親なき後の支援、行政サービスを提供
する側の区職員の研究会も立ち上がっています。今後
この成果を区政に反映させて参ります。
（2011.11.26 現在）

１ヶ月延長で1月いっぱい

使って！マイバッグ
キャンペーン月間

●第 2 かりーの（町屋地域）
3 月開設、定員：12 名

【民間 ： 都市型軽費老人ホーム】
●ほくと西尾久虹の家（西尾久 8-13-9）
2/1 開設、定員：9 名、対象：60 最以上の居宅
生活に不安のあるが、一人暮しが可能な方。4 畳
半、トイレ・風呂・食事は共用。

荒川区内いろいろイベント！
●都電 100 周年都電荒川線沿線絵画コンテスト入賞作品展
◆12/21-1/31 ◆青いレトロ車両の車内
●にっぽりマルシェ
◆1/21（土）・22（日）、2/11（土）・12（日）
10-17 時 ◆日暮里駅前イベント広場
●第 2 回企画展「絵解き あらかわの浮世絵」
◆2/11-3/11 9 時半 -17 時（月曜休）◆料金：100 円
◆荒川ふるさと文化館（南千住図書館 1Ｆ）
●ＯＧＵ ＭＡＧ（ものづくり展示スペース）13-18 時
◆2/3-5 おぐまぐ茶の湯 2（ちりめん細工展示）
◆2/5 おぐまぐ茶の湯 2（田中宗公 立礼のお茶会 )
→http://www.ogumag.com/
参加費 500 円

ぜひ傍聴にお越しください。

ート
買物カ ゴ袋
カ
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◆日時：2 月 15 日（水）か 20 日（月）
13:00 〜 17:00 のうち約 1 時間
◆場所：荒川役所 5Ｆ 本会議場

マイバッグ持参でエコチケット1枚

（＝飲食店：マイはし持参）
→20枚集めて、区内共通お買い
物券（500円分）と交換！
（※先着500名）

3 月開設、定員：18 名

明戸まゆみ一般質問！！！

「レジ袋いりません・マイバッグ使
います」を合言葉にエコな生活！

熊野前商店街の協力店で、
（はっぴいもーる熊野前）

・我が家（社）の節電 7 カ条、・「あったかスタイル」の写真

【民間 ： グループホーム】 認知症対応
●東尾久あやめ（東尾久 3-11-5）

最近の荒川区

【初の試みにつきモデル事業】

●荒川区環境区民大賞 募集 （-1/20）
●交流都市つくば市「第 39 回筑波山梅まつりモニター
ツアー」参加者募集！ （-1/30）
●冬の節電アイデア 募集 （-1/30）

◆問合せ：議会事務局（03-3802-3111( 代 )）
【尾久ふれあい館】平成 24 年 4 月開設

問合せは明戸まで！

40 歳。

