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桜の咲く頃となりました、いかがお過ごしでしょうか？
…荒川区では 2月 14 日～ 3月 14 日にかけて第 1回定例会
が開催されました。予算特別委員会も開催され、区の
新年度の施策も細かく議論しま
した。すっかり春ですね。

平成 25 年度の荒川区の予算総額は 864 億円！平成 25 年度予算の主な事業！

●介護予防事業の強化推進

●地域包括支援センターの増設

●障害者虐待防止事業

●障害者の成年後見制度

●私立幼稚園・保育園の非構造部材耐震調査

●子ども・子育て支援計画策定

●夕やけこやけ保育園の開設

●タブレットＰＣを活用した学校教育の充実

●就学前教育カリキュラムの策定

●（仮称）太陽の子南千住保育園の開設

●保育園、家庭的保育事業の充実

●放課後子どもプランの拡大

●荒川遊園子どもプールの有効活用

●第九峡田小学校校庭の芝生化

●ビジネスプランコンテスト（地域産業創出プロジェクト推進事業）

区内ふれあい館・福祉施設新設ぞくぞく！ 今年の春からオープンする施設をご紹介。
●夕やけこやけふれあい館

　（東日暮里 3-11-19）
和室 2、洋室 2、レクホール 2、
創作室、多目的室

●おたけの郷（特別養護老人ホーム）

　（町屋 7-18-11）定数 140 名 ( 個室 100
名、多床室 40名 ) ショートステイ 20名
（なお 1次入所申込みは昨年 10月に実施）

●石浜ふれあい館

　（南千住 3-28-2）
和室 3、洋室 2、プレイル
ーム、創作室、多目的室

●夕やけこやけ保育園

　（東日暮里 3-11-19）
定員 0歳 12名、1歳 20名、
2歳 24名、3歳 30名、4歳
35名、5歳 35名

●太陽の子南千住保育園

　（南千住 5-44-16）
定数 30名　認証保育園

尾久八幡中学校も校舎が新しくなります！

三河島駅前の再開発で
建設中の地上34階建て
の制震レジデンスタワ
ー「アトラスブランズタ
ワー三河島」は、平成26
年8月竣工の予定。1-2F
のテナントの募集が始
まります。上層階のマン
ション327戸が分譲住戸
登録受付中だそうです。 

障害者の作業所ボンエルフの活動場所が、旧真土小学校
跡から東日暮里三丁目ひろば館へ移転になります。

プラネタリウム館とラングウッドのスポーツ施
設（オッソ日暮里）は3月末で終了になります。

●一店逸品運動推進事業

●中小企業融資制度の充実

●若年者就労支援の拡充

●公衆浴場振興策の拡充

●永久水利整備事業

●木密地域不燃化10年プロジェクト

●都市計画道路補助第193号線の整備

●区内全避難所での避難所開設・運営訓練

●一時集合場所の照明の確保・充実

●防犯カメラを利用した地域の安全性向上

●糖尿病重症化予防等による医療費適正化

●エコ人材バンク

●奥の細道サミット事業プレイベント開催

●宮前公園基本設計
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予算委員会総括
ＣＡＴＶ放映

3/11 ～ 17
9-11、18-20 時

電話：080-6505-8823  ＦＡＸ：03-6327-6308
-

twitter：akedoma

自民党に新しい風を！
（2013.3.26：区役所前の中央公園にて） 
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問合せは明戸まで！

2013年 3-4月

42歳。

最近の荒川区

   毎年恒例の尾久の原公園の「シダレザクラ祭り」
は残念ながらダイオキシン検出のため中止になりま
した。4月 4日の東京都水道局からの発表によれば、
ダイオキシンは環境基準の最大約 6倍の数値という
残念な結果が出ました。土壌改善等の対策を図って
いくとのこと。もうしばしご不便をおかけいたしま
す。また、この公園につながる通称疎開道路が「尾

久の原防災通り」という名称になりました。

予算に関する特別委員会、こんな質問しました！
【総括質問】①区政経営戦略プラン地域の魅力を高める情報発信について ②商店街振興：一店逸

品運動事業について ③コミュニティカレッジの活躍の場を情報収集するプラットフォーム構築
について【総務費】危機管理費：①一時・広域避難所表示について、②防災無線の音声について、
③防災機器購入に際しての町会へのアドバイス、④区報のメルマガＰＲ、届かない世帯について
④災害時消火のための永久水利整備：藍染川幹線の利用 ⑤50ｍメッシュで算定された地域危険

度判定について「１人の犠牲者も出さない」ためにはきめ細かな調査をすべき。⑥緑と彫刻の街
づくり、東京芸大との連携事業について、荒川区の文化的情報の発信について【民生費】 ①介
護予防モデル事業について、お年寄りの居場所づくりについて【土木費】 ①不燃化特区整備促
進事業について、質の良いコーディネーターの選定要望と高齢者のために住民の要望を取り入
れたコレクティブハウスという手法の検討（持ち時間 55分）

荒川区内いろいろイベント！
●第 1回猫写真展～幸せになった猫たち～ ( 地域猫ボランティア )
　◆4/5( 金 )-7( 日 ) 10-16 時 ◆総合スポーツセンター 1F
●荒川ふれあい寄席
　◆4/9( 火） 14 時 - ◆南千住駅前ふれあい館 (駅前ビル 2Ｆ)
●第 4回だっちゃん市
　◆4/14( 日） 10-15 時 ◆南千住仲通り商店会
    福島応援マルシェ、保育園児による絵の展示、商店会による物販・宣伝コーナー
●あらかわてくてく散歩 (日暮里繊維街と路地裏探索！ファッション&老舗の味！）
　◆4/24( 水 )13 時半 -16 時半 ◆定員 20 名 ◆参加費 1,000 円
　◆申込先：あらかわ観光ツーリズム連絡協議会 (要予約 4/12〆切 )

　＊日暮里繊維街、藤の大滝や正岡子規庵、羽二重団子に立ち寄ります。

●フリーマーケット
　◆4/13・14（土日）10-16 時 ◆日暮里駅前イベント広場
●にっぽりマルシェ
　◆4/20・21（土日）10-17 時 ◆日暮里駅前イベント広場
●尾久初空襲を忘れないコンサート
　◆4/21（日）13 時半 -15 時 ◆尾久八幡中学校体育館
●さくら草展示会
　◆4/22-26( 月 - 金） 9-16 時 ◆荒川区役所正面玄関前
●第 44回館蔵資料展「速報！あらかわの文化財展」
　◆4/27-6/2  9-17 時   （月曜休館） ◆荒川ふるさと文化館
　◆入館料 100 円（子ども・65歳以上・障害者無料）
●第 27回川の手荒川まつり
　◆4/29( 月・祝 )  9-16 時  ◆あらかわ遊園・運動場
　＊区内商店・活動団体や友好都市の出店、ステージでの発表等

●ARAKAWA1-1-1 ギャラリー（サンパール荒川 2Ｆ） 
    ■江戸文字町屋教室成果展
      ◆5/1( 水 )-5/5( 日 )  9-17 時　　
●ＯＧＵ ＭＡＧ（ものづくり展示スペース） 
　■二人展 「未完の平行線」
      ◆4/30-5/5( 火 - 日 ) 13-19 時＊詳細は

荒川区いろいろ募集！
●Eモニター募集 （4/22 必着）

●あらかわ子ミュニティ助成団体募集 （5/7〆切り）

●メタボチャレンジャー募集 （4/22〆切り）

●景観審議会の区民委員募集 （4/15〆切り）

●荒川区の非常勤職員を募集
  社会福祉士または精神保健福祉士の資格のある方 1名 （4/15 まで）

  幼稚園教諭の資格のある方 2名 （4/18 まで）

●第 5回あらかわ「緑・花」大賞の候補を募集
　◆募集期間：9/20（金）消印有効
　◆部門： ①一般部門 ②街なか花壇部門 ③緑のカーテン部門

●インターンシップ事業の協力企業を募集の候補を募集
　◆募集期間：4/26（金）まで  ＊区内企業で都立産業技術高等
    専門学校の 4年生を 8-9 月に 5日間、受入れれる企業

●交流都市ウィーン市ドナウシュタット区への派遣高校生募集
　◆募集期間：5/20（金）必着  ◆募集人員：6名  ◆派遣期間：
     7/23 ～ 8/3 の 12 日間（予定）   ＊渡航費用の半額補助あり　

 →詳しくは区HPで →詳しくはHPで

→http://www.ogumag.com/

19 ～ 49 歳の区民の風疹ワクチン接種に費用助成をはじめました。

「ご当地キャラ総選挙 2013」で
「あら坊」と「あらみぃ」に投票を！
  →http://gotochi2013.jp/vote/area03.php

2 期目。


