2011 年 11-12 月
だんだん寒くなってきました。いかがお過ごしでしょうか？
一年の過ぎゆくのは早いもので、あと残すところ 2 ヶ月。
区内の木々も色づいてまいりました。荒川区でも放射線
を計測することになりました。
正常値内ですので、ご安心を。

平成 23 年度第 4 回定例会が開催！
第 4 回定例会が 11 月 29 日（火）〜 12 月 12 日（月）までの会期で開催されます。一般質
問は 11 月 29 日、議決は最終日の 12 月 12 日になります。いずれも午後からの開催です。そ
の間、各委員会が開催され、それぞれの分野の議論をいたします。議案としては、景観条例、
災害弔慰金、南千住七丁目保育の指定管理者の選定、職員給与の引下げ等です。お時間が合え
ばぜひ傍聴にお越しください。

自民党区議団、 「放射線量の測定に関する緊急要望書」 提出！

区内放射線量測定結果

国が 10 月 21 日に「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い個所への対応
方針」を発表したのを受け、自民党荒川区議団では、翌 22 日「放射線量の測定に関する緊急要
望書」を区に対して提出しました。①専門家による測定、②小中学校・幼稚園・保育園の測定、
③わかりやすい情報提供、④測定・除染費用の国庫負担。そして、区は 26 日に区内 195 ヶ所の
放射線測定を決定。測定結果は今後、随時ホームページ等で公表する予定です。
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
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砂場、西側排水ます、西側植栽

荒川保育園 園庭中央
熊野前保育園 園庭中央
尾久幼稚園 園庭中央
西尾久みどり保育園 園庭中央

0.13
0.16
0.11
0.14

0.13
0.17
0.12
0.15

0.14
0.18
0.14
0.15

砂場、植栽（レモンの木）
、別棟中庭

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、北側側溝、北側植栽

＊平成 23 年 11 月 7 日 測定分。
＊詳しくは http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/bosaibohan/touhokujisinkeika/housyasen/i0040040042011110.html

石破茂 前政調会長 サンパール荒川に来たる！
12 月 9 日に開催される「自民党荒川総支部大会」においてゲ
ストとして、前政調会長の衆議院議員、石破茂氏をお迎えして、
講演会を行うこととなりました。自民党一の政策通、石破氏か
らこの混迷極まる日本の行く末をお話しいただきましょう。
有料ではございますが、どなたでも参加できますので、ぜひお
越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。

◆日時：12 月 9 日（金）19：00 開演
◆場所：サンパール荒川 大ホール
◆料金：500 円 ◆問合せ：明戸まで
自民党に新しい風を！
電話：080-6505-8823 ＦＡＸ：03-6327-6308
-

33 年ぶりに走った都電荒川線 100
周年記念の花電車、最終日の様子。
沿道に人がたくさんいました。

（2011.10.30、上：熊野前、下：宮前）
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荒川区いろいろ募集！ →www.city.arakawa.tokyo.jp

こんな質問しました！

平成 22 年度の決算特別委員会が開催されました。
以下のような質問をさせていただきました。

●総括質問
電柱のビラ対策と商店街空き店舗対策について

●委員会
【総務費】①災害時情報発信：さまざまなメディアでの
情報発信について区ホームページやＣＡＴＶ「速報」
発信とツイッター②障害者への情報伝達についても十
分配慮すべき③事前復興計画の実施について④区内液
状化マップの危険箇所に避難所になる学校が含まれて
おり、浦安の学校の被災例などを調査して、被害予想
・対応策等を学校側に伝えるべき⑤区営掲示板に緊急
連絡先の表示
【民生費】①就学後の障害児の切れ目のないケアについ
て②動物療法・音楽療法について
【産業経済費】①就労支援課の内容について社会貢献の
分野②社会企業家の組織立ち上げの支援について
【教育費】①子どもの貧困の最終報告書が出たが、その
成果について荒川区役所町内での取り組み；虐待シグ
ナルチェックシートの活用とその事例②不登校・退学
の高校生への支援③コミュニティ・カレッジの 2 期生
について④図書館司書の対象年代別研修への配慮
【荒川区自治総合研究所】①「幸福の指標づくり」の中
間報告書が出た、今後の進め方②「幸福度研究」で国
際シンポジウムの開催。

最近の荒川区

実りの秋です
（区内）

9 月 28 日ブータン王国上院議長一行が荒川区を訪
問されました。
「荒川区民総幸福度（ＧＨＡ）
」のご縁
です。ブータン王国では、1972 年から「国民総幸福
量（ＧＮＨ）
」を提唱していたことから、区民の幸福
度を研究している荒川区に関心をもったことから実現
しました。荒川区自治総合研究所でこのＧＨＡの研究
をしておりますが、先ごろ「子どもの未来を守る」と
題した子どもの貧困・社会排除問題に関する本を発行
しました。定価 840 円。
10 月 8 〜 10 日に千葉県市原市で行われていた第
6 回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会で、区内チ
ームのアサヒトラスト女子硬式野球部が優勝しました。
おめでとうございます！ （2011.11.26 現在）

●幸福度に関するアンケート （インターネット・モニター登録）
●ディスカバーあらかわ作品絵画･版画･彫刻･染織募集 （-2/3）
女性の方へ乳がん（40・45・50・55・60 歳）・子宮頚がん（
20・25・30・35・40 歳）検診無料クーポン券と検診手帳が送
付されてます。受診期間は 10 月 1 日〜来年の 3 月末までです。

荒川区内いろいろイベント！
●企画展「都電荒川線に乗って」
◆11/3-12/11 9:30-17 時（月曜定休）◆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） 13-19 時
月曜休
◆12/10-18 A Plus Showcase03
伊藤雄基 と 髙田純嗣 による ２人展（「水」をキー
ワードとした金と鉄の造形 →http://www.ogumag.com/

眺望の危機、ふたたび
日暮里の「富士見坂」は、都心で唯一その名の通り、
富士山を地上か
シュミレーション図
ら眺める事ので
きる坂です。現
在、新宿区の再
開発計画でその
眺望に危機が…
なんとかして富
士山の見える景
色、風景遺産を
守りたいところ
ですが…。

あら坊がんばってます！
昨年、公募により誕生した荒川区のシンボルキャ
ラクター「あら坊」
。様々な場面で活躍中です。

●「あら坊」 のオリジナルグッズ
Ｔシャツ、ぬいぐるみ、キーホルダー、トート
バッグ、ポロシャツが区役所と荒川遊園の売店
で売られています。

●原動機付自転車のナンバープレート
荒川区交付、総排気量 50CC 以下。

１２月は

●着ぐるみの貸出し

使って！マイバッグ
キャンペーン月間

●「あら坊」 を使った商品の作成、 販売

貸出しは無料だが、一部クリーニング代が必要。
企業による、
「あら坊」を使った商品の作成、
販売ができます。商用目的での使用は、有償。
→例：あら坊どら焼き（三ノ輪深川伊勢屋）

「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！
【初の試みにつきモデル事業】

熊野前商店街の協力店で、
（はっぴいもーる熊野前）

ート
買物カ ゴ袋
カ
自転車 Ｋ！
でもＯ

●区内外のイベント多数出演
●あら坊の壁紙ダウンロードできます
●ホームページ 「あら坊のページ」 開設

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）

【尾久ふれあい館】平成 24 年 4 月開設

問合せは明戸まで！

41 歳。

