2012 年 1-2 月
寒かった冬が終わり、春の陽気となりました。桜前線も東北
を北上中です。新年度がはじまります。親しい人々との別れ
と出会い…悲喜交々。区役所内も人事異動があります。
より良い荒川区を目指して、
がんばってまいります。

平成 24 年第 1 回定例会が開催されました！
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）の会期で開催され
ました。平成 24 年度の予算額は 874 億円、主な今年度の新事業をご案内いたします。
●35 ～ 39 歳の健康診断 375 万円 新

●就労支援課の新設 275 万円 新

●糖尿病対策推進事業 157 万円 新

●荒川区新製品・新技術大賞 354 万円 新

●医療と福祉の連携推進事業 1,068 万円 新

●東日暮里 3 丁目ふれあい館

●地域密着型サービスの整備

●区役所本庁舎太陽光発電設備 4,750 万円 新

9 億 806 万円

7 億 183 万円

●命を守るホイッスル配布事業

●障がい者避難所等対策事業 529 万円 新

●老朽空家住宅除去助成事業

●「スクラムあらかわ」運営事業 1 億 4,422 万円

●三河島駅南地区再開発

700 万円 新

●町屋 7 丁目特別養護老人ホーム 7 億 6,020 万円

●親なき後支援事業

1,116 万円 新

新

9 億 7,500 万円

308 万円 新

●東日暮里 3 丁目保育園整備

6,000 万円

467 万円 新

荒川区は今年区政 80 周年！

4 億 8,631 万円

●西日暮里 6 丁目私立保育園助成

3,897 万円 新

●コミュニティバス新ルート

●介護予防・日常生活支援総合事業 1 億 1,264 万円 ●区政施行 80 周年記念事業
●認知症通所予防事業

2,090 万円 新

新

●貧困の連鎖解消のための学習支援事業 489 万円
●尾久八幡中学建替事業 26 億 2,837 万円

自民党荒川総支部、 谷垣総裁に直談判！

50 周年の時には「荒川区民の歌：あらかわ
〜そして未来へ」「荒川音頭」ができ、荒川
公園の像「夢」が設置。最近の 75 周年では
区の「シンボルマーク」制定、区役所 1Ｆの
イルカの像「シュプリンゲン」が設置された
そうです。今年の 80 周年も楽しみですね。

自民党荒川区議団と松島みどり前代議士と﨑山知尚前都議は、熱心な支持者からも最近は厳し
い意見が出ており、政策提起を通じた自民らしさを取り戻してほしい、という思いを谷垣総裁に
直接伝えるために、2 月 13 日、永田町の自民党本部の総裁室へ出向いた。手渡した「党運営に
関する要請書」の内容は、①政策重視で明確に堂々
と語ること、②消費税の必要性を他党より明確に分
かりやすく説明すること、③「新党」に同調する軽薄
な動きが出ないよう党内を引き締めるべきというも
の。総裁からは真摯に受け止め、国会での与党との
横綱相撲をお約束いただきました。県連では 2 団体
からの要請申し入れがあったものの、地域支部から
総裁への直接要望は初めてだそうです。

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
-

2012 年 3-4 月

予算に関する特別委員会、こんな質問しました！
【総務費】①災害時における町会の役割と加入促進について ②消防団の若手団員の獲得について
③埼玉県の事件例から住民登録のない方について ④荒川区の PR について：「区政経営戦略プラ
ン」に情報・ブランド戦略を盛り込むべき【民生費】①ころばん体操の実施・対象者数を増やす
ことについて ②家にこもりがちな高齢者に対する事業の分かりやすい魅力的な情報発信につい
て ③高齢者の虐待の相談件数が増加した理由について【衛生費】①糖尿病対策について【産業
経済費】①らく楽商店街事業の詳細について ②香典返しに地元の製造・販売業の贈答品カタロ
グをつくることについて【土木費】①日暮里駅前イベント広場に愛称をつけることについて ②
あらかわ遊園の明治通りからの入り口に青看板を設置することについて【教育費】①中学校の
武道・ダンスの必修化について、②先生の多忙さ解消のために（持ち時間 54 分）

区内にふれあい館新設ぞくぞく！

尾久・町屋・南千住 3 ヶ所のふれあい館が今年の春からオープン。

●尾久ふれあい館
（西尾久 2-25-13）

●町屋ふれあい館
（町屋 1-35-8）

●南千住ふれあい館
（南千住 6-36-13）

和室 3、洋室 3、プレイ
ルーム、創作室、レクホ
ール、多目的室、調理室

和室 2、洋室 1、プレイ
ルーム、創作室（陶芸窯
あり）
、多目的室

和室 2、洋室 2、プレイ
ルーム、創作室、多目的
室、音楽室

4/1 より
運行！

荒川区内いろいろイベント！
自民党実現！
釜石市民元気応援 日暮里 - スカイツリー間 15 分！ ●さくらそう展示会 （ただし最終日は 15 時まで）
◆4/23-27 9-16 時 ◆区役所正面玄関前
プロジェクト 「都 08 急行」（錦糸町
駅行き）

４月３０日まで！

10,000人応援 ５００万円目標！
【応援するプログラム】

①「釜石虎舞」の道具購入
②伝統文化（茶道・三味線）
等の道具購入
③釜石はまゆりトライアスロ
ン開催資材購入
④市民芸術文化祭器材購入
⑤小中の運動会用具購入

振込先：城北信用金庫南千住営業部
口座番号（普）6176372

平日は 25 分かかるところ
土日祝のみ 4 本日暮里駅
→奥浅草→とうきょうスカ
イツリー駅のバス停以外は
ノンストップで 【時刻表】
15 分。 速い！ 11：00
ぜひお試しを！ 12：20
ちなみにツリー 15：30
開業は 5/22。 16：50

荒川区いろいろ募集！ →詳しくは区ホームページで
●禁煙チャレンジャーを募集 （限定 100 名）
これから禁煙外来治療へ行かれる方へ 1 万円まで助成
●脳ドック受診助成募集 （1/2 助成、2 万円上限）
●高・大受験生の学習塾費用や受験費用を無利子で貸付
中学 3 年生・高校 3 年生のお子様のいるご家庭対象
学習塾・通信講座等：上限 20 万円 （合格後免除制度あり）
（所得制限あり：子ども 1 人では年収 260 万円以下）

●花と緑の推進モニター未経験者募集 （4/26 まで）
緑のカーテンや花を育ててアンケートや写真で報告
●マンション管理士募集 （くわしくはＨＰ）
●コンサルタント派遣を望む分譲マンション管理組合募集

●にっぽりマルシェ
◆4/14・15 10-16 時 ◆日暮里駅前イベント広場
●日暮里駅前フリーマーケット
◆4/21・22 10-16 時 ◆日暮里駅前イベント広場
●きいちのぬりえ・きせかえ原画展 今年で開館 10 周年！
◆3/3-5/27 の土日祝 12-18 時 ◆ぬりえ美術館 大 500 円
小 100 円

●ＯＧＵ ＭＡＧ（ものづくり展示スペース）
「買い食い居酒屋 OGUMAG」4/8（終了しました）

ギャラリーが居酒屋に変身！商店街でおかずを買ってＧｏ！
→http://www.ogumag.com/
面白い取組みですね。

給食の放射線量、測定しました！
2 月 13 〜 22 日の間に、区内の小中学校と保
育園 76 施設の給食の放射線量を測定しました
（各 1 日 1 食分）
。小中学校と保育園の給食およ
びおやつの測定が終わり、いずれの施設の測定
結果も「不検出」となっています。流通段階で
も国、産地で測定されておりますが、ご父兄の
方々の不安に応えて、念のため給食の放射性物
質測定検査を実施しました。 →詳しくは区ホームページで

高額医療費、4月から外来診療でも自己負担限度額が適用に！これまでは入院療養でしか適用に
なっていませんでした。
問合せは明戸まで！

41 歳。

