
梅の花が咲き始めました。いかがお過ごしでしょうか。
2月は荒川区の平成 29 年度の予算に関する特別委員会
が始まります。安心・安全で、教育熱心で、暮らしや
すい荒川区になるような質問を
してまいります。ぜひ傍聴へ。

電話：080-6505-8823  ＦＡＸ：03-6327-6308
-

twitter：akedoma

自民党に新しい風を！

2017年 3-4月

4-27-8-303

荒川区議会の「2月会議」が開催されています！

　荒川区議会の「2 月会議」は、2 月 14 日～ 3月 15 日にかけて行われます。案件は、「いじめ問

題対策連絡協議会」設置、個人情報保護条例改正（番号法関連）、職員の定数 20名増（再任用フ
ルタイム）、職員の育児休業（養子縁組の子）・介護に関する時短の規定・配偶者同行休業、保育

所条例・学童クラブ条例改正、特別区税（①軽自動車税の環境性能割、②住宅ローン控除制度の延
長）、地域密着型サービス基準関連条例の改正（介護施設の遊技・賭博除外）、南千住 3丁目の公

園新設、荒川区基本計画、国民健康保険料の値上げ等です。また、2 月 23 日～ 3月 9日にかけて
は、今年春からの予算に関する特別委員会が開催されます。しっかり議論をして参ります。
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（2017.2.7 ゆいの森あらかわ建設現場）

「荒川もったいない大作戦」実施中！
ごみ減量、食品ロス削減のために

平成 29 年度予算に関する特別委員会、こんな質問しました！

　【総務費】危機管理費：①Ｊアラートのサイレンを普及すること、②都市特有の震災時の「大規

模火災」を報せるサイレン創設、③防災訓練での「紙ぶるる」の活用、④災害時に車椅子避難を補

助する「ＪＩＮＲＩＫＩ」活用と「あらＢＯＳＡＩ」での民間事業者協力について。文化振興費

：世界遺産を目指す俳句についての区の哲学、特徴ある文化活動、東京藝大と連携したアートフ

ェスティバル開催について。【民生費】高齢者福祉費：荒川区における「看取り（介護）」の現状

について、保育費：①男性保育士の対応状況について、②区ＨＰの保育園についてのＱ＆Ａの充

実について（持ち時間 61 分）

ゆいの森あらかわ 3/26ＯＰＥＮ！ 専用ＨＰhttp://www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/

　オープン後のスケジュールをお知らせします。
●3/26　10:00-  開館セレモニー（ホール）＊申込不要
               10:30-  弦楽四重奏演奏会 （東京藝術大学）　
●3/26-7/23　9:30-17:00  吉村昭記念文学館企画
               　　    「映像化された吉村昭作品の世界 」
●3/29　①11:00-②14:00- 超大型本がやってくる
　　　　　　　 「おまえうまそうだな」①予約満員
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②残り 36人
●4/1　 13:30-  ガリレオ工房の理科読ショー
　　　　　　　 「空気をつめよう」（予約満員）　

あら！もったいない協力店
フードドライブ　
もったいないレシピ　etc.

（3/6 現在）

（イベントの予約はＨＰからできます！）
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46歳。

現在 3期目。

問合せは明戸まで！

 →詳しくはHP等で
荒川区内いろいろ募集！

●荒川コミュニティカレッジ第 7期生募集  3/31〆 
●あらかわバラの市盛り上げ隊商店・事業所募集3/17〆＊5/20 開催（雨翌日）

●認知症サポーター・ステップアップ講座参加者募集 ＊3/15 区役所北庁舎開催
●「はじめてみよう、簡単手料理」参加者募集 65 才以上
●手話講習会受講生募集＊3/10〆、4/17- アクロス開催、初・中・上級・通訳奉仕員コース
●手話通訳者募集 ＊3/8〆切、審査会は 3/27 夜、活動に対する報酬あり
●あらかわ・Eモニター 100 名募集 ＊3/31〆、お礼は商品券 1,000 円分
●あらかわNO！メタボチャレンジャー募集 ＊4/17〆 5-11 月実施

 →詳しくは区HP等で荒川区内いろいろイベント！
●産業展 　＊物販・ステージ・「あらかわ逸品」発表（2日目 -16 時）
　◆3/11・12 10-17 時  ◆荒川総合スポーツセンター
●奥の細道矢立初めの地 子ども俳句相撲大会
　◆3/11 13 時半 -16 時  ◆素盞雄神社境内
●にっぽりマルシェ 　＊物販・ステージ
　◆3/18・19 10-17 時  ◆日暮里駅前イベント広場
●被災者・支援者から学ぶ｢みんなが安全・安心な避難所生活｣
　◆3/8 19-21 時 ◆サンパール 6Ｆ　＊申込順 40名 無料
●シダレザクラまつり   ＊模擬店、ステージ
　◆4/8（予定）  ◆尾久の原公園
●川の手荒川まつり・商業祭　＊物産販売、ステージ、模擬店　　　　　
　◆4/29 10-16 時  ◆南千住野球場　
●あらかわリサイクルセンター工房・教室　＊要申込
　■3/1・15 14-15 時半 サンドブラスト （1回 定員 10 名）
　■3/2・16 14-15 時半 紙漉き （1回 定員 10 名）　　
　■3/7・21 14-15 時半 とんぼ玉 （小 5以上 定員 6名）　
    ■3/8・22 14-15 時半 キャンドル （1回定員 10 名程度）
　■3/9・23 14-15 時半 アルミ缶折鶴 （1回定員 10 名程度）
　■3/14 14-15 時半 ガラスの置物 （1回定員 8名程度）

●第 9回「街なか商店塾」 ＊小さなおひな様作り、そば打ち等々
　◆2/18-3/20  ◆区内商店街 34店舗で 60 講座（要申込）
●猫との暮らし方教室 ＊50 名無料先着順 講師：愛玩動物飼養管理士
　◆3/18 13-15 時  ◆区役所北庁舎 101 会議室
●あらかわエコセミナー　＊中学生以上定員 20名無料
　■「苔玉作製」3/11 13-15 時 ◆あらかわエコセンター
●ぎゃらり～アニモ ( 南千住 2-22-1）　　　　　   　　　　
　■ 「手びねり会」3/14・15  ①11 時 -②15 時 - ￥3,000 ＊要申込 
　■多肉植物寄植ＷＳ 3/26 13-15 時半  ￥2,000 ＊要申込
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  →http://www.t-horizumi.co.jp　　
　　　　　　　　　　　　 

商店街多目的スペース

熊まねき堂 （3月）熊野前商店街お稲荷さんから南に 3軒目

◆3月 4日 (土 ) 11-16 時「わくわくマーケット」

◆3月 14 日 ( 火 )13 時半 -15 時
　　　 「荒川コープ・カフェ」 参加費：100 円 ( おやつ付 )

◆3 月 27 日 ( 月 ) 14-15 時
　　　　「ドレミファ・サロン」 参加費：100 円 ( おやつ付 )

商店街イベント：金土セール 3/24・25

平成 29 年度予算の主な事業！ 
●　　　日暮里地域活性化施設整備（4億 2千万円）新
●伝統工芸ギャラリーの運営（241 万円）　新
●ゆいの森あらかわの運営（1億 7千万円）
●空き家対策の推進（1千 800 万円）　新
●保育園 29年 4月 3園、7月 1園、10 月 1園、30 年
　4月 2園開設（定員計 454 増）　　（10億 850 万円）
●都立汐入公園内保育園（Ｈ29年 4月）、宮前公園内
　保育園（Ｈ30年 4月予定）等設置（7億 1千万円）
●放課後子ども総合プランを全校推進（9億 1千万円）
●学童クラブの充実（4億 4千万円）
●児童相談所設置に向けた取組（3千万円）　新
●宿泊型産後ケア（1,612 万円）　新
●ひとり親家庭の相談等支援充実（323 万円）　新
●保育士への奨学金制度の創設（1,690 万円）　新

●（仮称）宮前公園・児童遊園等整備（1億 9千万円）
●ＰＣ活用あらかわ・スマート・スタディ（1千万円）新
●小規模事業者経営力支援助成（1億 2,400 万円）
●魅力あふれる個店づくり支援（314 万円）　新
●障がい者グループホーム補助制度（4,341 万円）
●路面下空洞調査（1千 4百万円）　新
●リサイクルセンターの運営（1億 1千万円）
●金属系粗大ごみの資源化（689 万円）　新
●東京藝大と連携アートフェス開催（3千万円）
●防犯カメラ補助等治安対策事業（1億 5千万円）
●児童遊園への防犯カメラ設置（3千 6百万円）新
●不燃化特区整備促進（7億 9千万円）
●防災スポットの整備（1億 6千万円）
●胃内視鏡を導入がん対策推進（3億 8百万円）

（仮称）

予定

●あらかわ遊園リニューアル（4億 3千万円）
予算総額は
 951 億円！　　　　　

（　） の数字は概算

パブリックコメント募集中！（-3/16）
「西日暮里駅周辺地域まちづくり構想」

荒川区役所 2Ｆ・北庁舎 2Ｆ・区ＨＰで閲覧できます
メール・郵送・ＦＡＸ・持参で受け付けています

＊3/14 11 時 -
尾久ふれあい館開催

鳥インフルエンザについて

もし、死亡している野鳥を見つけた時は細菌や寄生虫を持
っていることもあるため、素手で触らないようにしてくだ
さい。また、東京都・荒川区環境課までご連絡ください。


