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西尾久に大規模商業施設出店申請
　西尾久 5丁目、尾久西小学校南側に「スーパーバリ
ュー荒川西尾久店」が昨年 11月に出店申請。今年 12
月から営業開始予定だが…地域の商店街は大丈夫だろ
うか？心配です。大型店とうまく共存ができないか、
価格でない部分でなんとか競争できないか、そのため
の区の支援は？「商店街を残してほしい区民」8割。
　

-

尾久八幡神社節分祭（2011.2.3）

自民党に新しい風を！

2011 年も節分、立春が過ぎ、春が近くなってまいりました。
まだまだ寒い日もあると思いますので体調管理にはお気をつけ
ください。予算委員会が始まりました。
地域密着でみなさまの声を議会で
伝えていきたいと思います。

第 4 回定例会で一般質問しました！

　昨年の 11月～ 12月にかけて行われた第 4回定例会にて一般質問に立たせていただきました。
1年に 1回順番が回ってくるかどうかの貴重な機会ですので張り切って言いたいことを質問させ
ていただきました。内容は以下の通りです。

●区民の幸福について―自立と協力の指標

区民の幸福を区政の目指す究極の目標として掲げ、一昨年研究
所を立ち上げた荒川区の「区民総幸福度」を量る新指標は個々
人や各集団の「自立」と「協力社会」であろうと思われる。
（1）新学習指導要領―子ども達の協力と問題解決のコミュニケ

ーション能力向上◆授業や遊びの中で培える方法を実践すべき。
（2）子ども達の将来の自立―社会のしくみの教育について◆小
中学校社会の時間増に伴い憲法や民主主義を確実に教えるべき。
（3）見守りあい支えあい事業の充実―1つの小さな具体的なお願いで地域力アップ◆民生委員を
中心とした病後患者や一人暮らしのお年寄りの見守りの仕組みづくりの強化をぜひ行ってほしい。
（4）「スローな商店街」に向けての支援―ベンチ、オープンスペース、認知症サポート等◆商店街
が大企業に対抗するためには、「資本力不足」「広告費」「人手不足」を解消していかねばならない。
加えて「スローライフ」の観点から、滞在型・リピート型・地域密着型の商店街づくりをすべき。
（5）協力社会―区民との協働で「アートイベント」開催について◆区民との協働で、越後地区や
瀬戸内海地区で行われているような芸術作品を地域全体で発表する芸術祭を開催し活性化すべき。

平成 23 年 第 1 回定例会が開催されます！

　2011 年最初の定例会が 2 月 15 日（火）～ 3月 14 日（月）にかけて行われます。今回は平成

23 年度の予算特別委員会（日程：2月 24日（木）～ 3月 8日（火））で来年度の予算が審議さ
れます。傍聴もできますのでぜひお出かけください。

熊野前商店街に焼きいも屋   登場！
 種子島産の安納いもの焼きいも屋さんがで
　　　　　　　　　　　　　　 きました。

　　　　　　　　　　　　　◆ 住所：荒
　　　　　　　　　　　 　　川区東尾久
　　　　　　　　　　　　　 5-8-5
　　　　　　　　　　　　　◆ 営業時間
　　　　　　　　　　　　  　　11 ～ 19 時

さん

2011年 1-2月

2 月までの営業だそうです。
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自民党に新しい風を！

このたび、大好きな荒川区のために「みなさまと共に」区政を
担う役割を得させていただきました。区民の代表として、
地域密着でみなさまの声を議会で伝えていきたいと
思います。思いも新たに
新しい 4年間がスタートです。

2011年 4月 25日

区民の新たな代表 32 名が決定！

　大震災後の統一地方選挙後半戦、荒川区の区議
会議員選挙も 17日告示、24日投票の 1週間の
選挙戦が実施されました。比較的静かな選挙戦
となりました。私も地域の方々の大きなご支援
で当選させていただきました。開票日の前の日
は眠れなかったわと泣きながらおっしゃるお母
さん達、「良かったな」と心から喜んでくれた
お父さん達に支えられての当選です。地域のみ
なさまのために今後とも精進してがんばってま
いります。結果は以下の通りです。
ふじさわ　志光 無所属 3594
相馬　けんいち 日本共産党 3396
清水　ひろし 民主党 2598.3
小坂　英二 日本創新党 2449.3
はぎの　勝 公明党 2274
松田　ともこ 公明党 2229
中村　ひさお 公明党 2211
とりがい　秀夫 自由民主党 2182
吉田　えいこ 公明党 2153
せの　喜代 無所属 2089
ほさか　正仁 公明党 2065
斉藤　ゆうこ 無所属 2042.6
北城　さだはる 自由民主党 2025
きくち　秀信 公明党 1990
志村　ひろし 自由民主党 1942
すがや　元昭 自由民主党 1918
斉藤　くに子 日本共産党 1915.4
若林　清子 自由民主党 1901
安部　キヨ子 日本共産党 1865
竹内　あきひろ 民主党 1845.5
明戸　まゆみ 自由民主党 1842
浅川　喜文 無所属 1829
竹内　かつみ 自由民主党 1814.5
守屋　誠 自由民主党 1770
小坂　まさみ 自由民主党 1742.7
横山　幸次 日本共産党 1732
なみき　一元 自由民主党 1716
小島　和男 日本共産党 1671
小林 行男 日本共産党 1668
斉藤　やすのり 自由民主党 1575
はっとり　としお 自由民主党 1532
もぎ　弘 自由民主党 1460.7

荒川区防災力ランキング全国１位！

　５月 14日号で発売された『週刊ダイヤモンド』で
「震災に強い街」特集を企画し、その中の全国 122 の
市区防災力ランキングを取り上げ、その中で、荒川区
が千代田区・中央区・江戸川区と並んで総合評価９０

点で同率１位の評価を致しました。評価の指標として
は、「ハード力」①防災拠点の耐震率、②病院の耐震率、
③公立学校の耐震率、④水道管の耐震率、「財政力」⑤
財政余裕度、「ソフト力（人的・情報）」⑥消防団の充
足率、自主防災組織活動カバー率、⑧民生委員の充足
率、⑨大震災など大規模災害に対する被害想定の徹底
度および情報共有度で構成されています。さらに災害
に強いまちへ推進！

　あたたかくなってきたのでエアコンの
　　　　　　　　コンセントは抜けますね。

電力不足の夏に向けてさらなる節電を！



問合せは明戸まで！

最近の荒川区
　10日に「成人の日のつどい」が開催され
ました。区の今年の新成人は1,813 名でした。
おめでとうございます。昔のお友達に会いに
他区に引っ越した方も参加されたようです。
　今や「チャイナ・ドリーム」というものが
あって日本で仕事を見つけれないで、中国で
起業する人が多くなったそうですが、日本で
も起業も含め純粋な夢を実現できたり、応援
できるような「ジャパン・ドリーム」を本当
はつくり出したいものです。今の日本は経済
構造も含め規制が多すぎる気がします。まず
は教育や人材育成で人間力をつけねば。

区の施設ぞくぞく ―ふれあい館、公園、福祉施設
　今年の春には区の公共施設がいくつか完成します。
保育園や障がい者就労支援施設、ふれあい館や公園が
新しくできます。数年間にわたって建設予定の主なも
のも挙げてみました。

【平成 23 年完成予定】＊名称は（仮）
◆障害者就労支援施設 （町屋 2丁目） 平成 23 年 1月開設
◆熊野前南児童遊園（東尾久 5丁目） 平成 23 年 4月開設
◆峡田ふれあい館（荒川 3丁目） 平成 23 年 4月開設
◆東尾久 5丁目防災ひろば 平成 23 年 3月末日竣工

【平成 24 年以降完成予定】＊名称は（仮）
◆南千住 7丁目保育園  平成 24 年年度完成
◆南千住 6丁目特養  平成 24 年 3月開設
◆尾久・南千住・町屋ふれあい館  平成 24 年 4月開設
◆町屋 7丁目特養  平成 25 年 3月開設
◆東日暮里 3丁目保育園  平成 25 年度開設

こんなに住みやすい荒川区⑥
　今回は商店街振興策について。大切なコミュニ
ティの場になっている荒川区の商店街の振興策を
まとめてみました。
●商店街プレミア付区内共通お買い物券支援
商店街連合会発行のお買い物券に 1 割のプレミアム
を荒川区が負担する形で、過去 3 回実施しました。
●商店街活性化総合支援事業
イベント開催、ハード整備・ソフト対策などの活性
化事業を全面的に支援。
●商店街ルネッサンス事業
商人 ( あきんど ) 塾を開催しています。
●空き店舗活用支援事業
商店街の空き店舗を活用して出店する経営および経
営委託する者の支援や土地のオーナーを啓発。
●魅力ある店舗創出支援事業

集客力向上や商店街および地域の活性化（品揃え向
上、顧客サービスの向上、製造販売・イートイン、
バリアフリー等々の改装）に 100 万円まで 1/2 補助。
●ホームページ作成支援
区内の企業がホームページを立ち上げる場合に、委
託か資料・ソフト購入に 10万円半額補助で出ます。
●あらかわショッピングモール
区内の優れた製品や特色ある商品をインターネット
を通じて販売しています。
●融資制度
中小企業融資制度は、中小企業者に対し事業経営に
必要な資金を合計 8千万円まで融資あっせんします。

荒川区政点検！

東京電力田端変電所の北側の道が広がります
　東尾久 5丁目の東京電力田端変電所の北側の
道の幅が広がって 6ｍ道路になります。

◆現在工事中

◆完成
  本年 3月

【尾久ふれあい館】

【峡田ふれあい館】

2010.10.13

2010.12.2

2010.12.14
2011.1.12

　 23 区初！
　 詳細区報

【熊野前児童遊園】

2011.1.15

40 歳。

あら坊が原動機付自転車標識につきます
　原動機付自転車の標識に荒川
区のキャラクター「あら坊」！
1,000 枚限定。２月 4日〆切。

2011年 1-2月

ただいま建設中！

問合せは明戸まで！

自民党区議団新体制
　自民党荒川区議会議員団の新しい幹事長が決まりました。それに伴って役員が一新し、私
も副政務調査会長に指名されました。政務調査会は、政策調査と政策立案を担当し、6月の
各種団体との懇談会を開催したり次年度予算要望の取りまとめ等を行います。政策について
勉強できる良い機会でもあります。より良い荒川区を目指して、区政の改善点や要望を区の
予算に反映して参ります。

荒川区議会臨時会の開催！
　27 日の臨時会で新しい議長・副議長が決まりました。私は建設環境委員と観光・文化推進調査

特別委員会の副委員長になりました。特別委員会のうち、震災対策・危機管理調査特別委員会が
2つにわかれて、震災対策調査特別委員会と健康・危機管理対策調査特別委員会になりました。

40 歳。

2011年 4月 25日

こんな荒川区にしたい！

     子どもが元気に遊び
    学べる環境をつくる
幸福実感都市をつくるには幸福な子ども時代が必要。
勉強場所の設置、表現力をつける場、想像力をつける
遊び場の提案。

        そふとな荒川まちづくり
　　　の実現
まちの活性化や公共機能向上のためのまちづくりに
意欲のある区民が夢を実現できるよう支援策を実現
します。また、ＮＰＯ法人設立に支援を講じるよう提案。

        民主主義の再考
住民参加のできる区政を目指します。まずは「荒川区
が何をやっているのか」わかりやすい情報発信に努
めて「あらかわ大好きNEWS」も発行しています。

　　防災まちづくりの強化
住宅耐震化促進と災害に強いまちのコミュニティを
づくりに力を入れます。災害情報発信の見直しとご近
所同士で協力できる普段からの体制づくりを行います。

      あらかわ・ドリームをつくる
中小零細企業の多い荒川区が持続可能な社会を実現
するためには希望ある仕事ができて、幸福に生活でき
ること。モノづくり企業の活性策を提案します。幸福実
感できる働き方も再考。

      年をとっても安心して
  　 暮らせる荒川区
人生最後のステージをいかに安心して暮らすかは、生
活意欲にも関わります。民間も含め健康づくり、在宅ケ
アを利用しやすく。

    「わくわく・ドキドキの
    荒川区」をもっともっと
「都電荒川線100年」「観光」「商店街」でもっともっと荒
川区をＰＲ。また、地域コミュニティのとなる商店街の
活性化を推進。

区内企業の

協力がかか

せません

思いの実現

する社会を

つくりたい


