2015 年 1-2 月
新しい年が始まりました。今年は未年。羊は「祥」に通じ、
中国の吉祥動物の一つで、群れをなすところから「家族の安
泰」と「平和」な暮らしを意味するそう。
平和な良い年になりますよう。

荒川区議会の「2 月会議」開催！
荒川区議会の定例会「2 月会議」が 2 月 13 日〜 3 月 13 日にかけて開催されます。この間の 2
月 25 日〜 3 月 9 日は予算に関する特別委員会も実施されます。平成 27 年度の予算は一般会計が
912 億 6 千万円となる見込みです。主な内容は以下の通り。本年 4 月に開設する 2 園の保育園の
開設と建替え支援・一時保育開始等（8 億 7 千万円）、新たな私立幼稚園の誘致（8,545 万円）、幼
稚園における多子世帯保護者の負担軽減の対象を小学 3 年→18 歳未満に拡大（2,030 万円）、3 校
で追加実施する放課後子どもプランの実施と交流・体験プログラムの充実・学童クラブの時間延長
（10 億 8 千万円）、全校実施中のあらかわ寺子屋の充実（2,811 万円）、自然体験事業の充実（1 億
1 千万円）、学校図書館活用の支援・推進（1 億円）、学校パワーアップ事業（1 億円）。安心子育て
訪問事業（235 万円）、社会的支援を要する子ども達のための地域力を活かした子どもの居場所づ
くり（150 万円）、クループ型家庭的保育事業の拡大（2,520 万円）、サンパール荒川の大規模改修
（17 億 7 千万円）、図書館を含む荒川 2 丁目複合施設の整備（8 億 3 千万円）。小規模事業者支援強
化（5,241 万円）、企業の次世代へのバトンタッチ支援（73 万円）、区内事業者のあらかわ 7Ｓ（整
理・整頓・清潔・清掃・躾・省エネ）の推進（111 万円）、就職準備や資格取得等の女性の社会進
出促進（6,122 万円）。俳句文化の振興（1,279 万円）、オリンピック・パラリンピックに向けた機
運の醸成（1,498 万円）、「（仮称）荒川区スポーツ振興推進プラン」の策定（365 万円）、南千住の
地域包括支援センターの増設（1,716 万円）、グループホーム設置支援・成年後見制度利用促進・ラ
イフプランナー配置等の親なき後に向けた障がい者支援（1,805 万円）精神障がい者相談事
（1,957 万円）。胃がんリスク検査（ＡＢＣ検査）実施（1,965 万円）、防災運動会（113 万円）、中
学校に防災部設置（488 万円）、防災アプリ導入（400 万円）、燃えない街づくり（1 億 5 千万円）、
危険老朽空き家ゼロ作戦（5 億 5 千万円）、永久水利整備（1 億 4 千万円）。特殊詐欺対策事業
（1,683 万円）、小学校通学路の防犯カメラ設置（1,843 万円）。

一般質問しました！
1. 女性の活躍を応援する取組みについて（1）ワークライフバランス推進と子育て環境の更な
る充実について（2）女性のためのワンストップ相談体制について（フィンランドの「ネウボ
（2015.1.1 尾久八幡神社 ）

ラ」を参考に）
（3）女性の就労の支援について（マザーズハ
ローワーク日暮里の現状と 4km 圏内の仕事の掘起し）2. 子ども
達の「自然体験事業」の拡充について（地方での農業・漁業
体験・自然体験の促進）3. 商店街事業と空き店舗対策につい
て（1）
「一店逸品運動」
「まちなか商店塾」の進捗状況につい
て（2）
「商店街不動産情報」発信と、不動産事業者
等と連携した出店者応援体制について
自民党に新しい風を！
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最近の荒川区 ◆三河島駅前北地区再開発推進コンサルティング業務及び西日暮里一丁目街
づくり推進活動業務委託に係る事業者が（株）谷澤総合鑑定所に決定しました。北千住の駅
前の再開発を実施した経験を生かして、三河島駅北側の再開発に着手してほしいものです。
◆
「上野東京ライン」の時刻表が出てきました。常磐線が宇都宮線・高崎線→東海道線が一部
東京駅を経由して直通になります。例えば、宇都宮線・高崎線は尾久駅から東京駅まで直通
乗り換えなしで 13 分で到着でき、さらに品川あるいは熱海・小田原等が終着駅になります。
◆いよいよ来春に近づいてきた「奥の細道千住あらかわサミット」ですが、11 月 30 日に
「芭蕉の大橋渡り」というイベントを行いました。7 人の松尾芭蕉を含む仮装した 80 人が集
まって千住大橋をゴミ拾いをしつつ渡りました。矢立初めの地として松尾芭蕉のブロンズ像
（本体 1m90 ㎝）は来年 1 月頃、南千住駅前に設置予定です。

訂正：3 月までの工事が 7 月までに尾久の原公園の工事が延期になるそうです！
↓11/30 芭蕉の大橋渡りの様子

荒川区内いろいろイベント！→詳しくは HP 等で
●行政書士による区民公開講座 遺言・相続・成年後見人
◆2/4 19-20 時 ◆ムーブ町屋 4Ｆハイビジョンルーム
●
「認知症の予防と食生活」 ＊65 歳以上 50 名無料
◆1/30 10-11 時半 ◆区役所 3Ｆ（305 会議室）
●障がい者地域自立生活支援セミナー
◆2/9 14-16 時 ◆あらかわエコセンター 2Ｆ
●
「MOZU（モズ）」原作者・逢坂剛氏の講演会＊200 名抽選
「偉大なる大先輩・吉村昭〜日暮里の思い出〜」2/13〆
◆3/7 14 時半 -16 時 ◆サンパール 3F 小ホール ハガキ申込
●自殺予防講演会「私たちが生き抜くために 生きづらさを
抱えた若者たちへのメッセージ」◆2/4 18 時半 -20 時半
◆サンパール 3Ｆ小ホール ＊300 名無料
●荒川ふれあい寄席（入場無料・先着 60 名）
◆2/10( 火）14 時 - ◆汐入ふれあい館（南千住 8-2-2）
●第 4 回フリーマーケット
◆3/1 10-15 時 ◆荒川公園（区役所前）
●奥の細道・旅立ち展 - 奥の細道千住あらかわサミット開催記念
◆2/21-3/22 9 時半 -17 時 ◆荒川ふるさと文化館
●絵本「ひまわりのおか」朗読会 ＊小学生以上 300 名無料
◆3/6 18 時半 -20 時半 ◆日暮里サニーホール
●ARAKAWA1-1-1 ギャラリー（サンパール 2F）9-17 時
◆1/14-25 「あらかわ絵手紙コンテスト作品展」
◆1/27-2/2 「荒川シルバー大学 写真教室作品展」
◆1/27-2/2 「伝統の左刃技法 象牙彫刻作品展」
●ギャラリー animo（南千住 2-22-1）
◆1/23-25 11-18 時「浮世絵遊び図展と干支の陶器展
●ＯＧＵ ＭＡＧ
（ものづくり展示スペース）入場無料
■ジョウ マンティ個展 「幾何」◆1/27-2/1 13-19 時

荒川区メールマガジンカンタン登録方法

荒川区内いろいろ募集！

→詳しくは区 HP 等で

●環境区民大賞の候補者（個人・団体・事業者）募集 1/23〆
●ディスカバーあらかわ「区内風景・風物展」作品募集 1/28〆
●中小企業融資 原材料・エネルギー高緊急対策融資 1/30〆
●川の手荒川まつりのパンフレットへの掲載広告主募集 2/6〆
●「お店の魅力アップーブラックボード POP 講習会受講生募集
2/24・3/3 実施（荒川消防署隣セントラル荒川ビル 4Ｆ）
●「売上アップにつながるウェブサイト活用術」の受講生募集
2/13・20・27 実施（荒川消防署隣セントラル荒川ビル 4Ｆ）
●介護保険課非常勤職員 3 名募集 1/30〆
↓2/10〆
●高齢者福祉課非常勤職員（主任介護支援専門員）ケアマネ募集
●学校司書（非常勤職員）若干名募集 2/2〆
●区立小中特別支援教育支援員（非常勤職員）募集 2/5〆
●教育センター福祉専門相談員（スクールソーシャルワー
カー）（非常勤職員）1 名募集 1/30〆
●食品安全モニター募集（詳しくは内閣府ＨＰ）2/2〆
●原材料・エネルギー高緊急対策融資あっせん 1/30〆 低利
●小規模事業者経営力強化支援事業補助 （設備 1/4 上限 100 万円）
問合せは明戸まで！

44 歳。
現在 2 期目。

←今年度限り

携帯メールなら 116arakawa@sg-m.jp
に空メールを送信！ ＰＣ用もあります

3/14・15 奥の細道千住あらかわサミット開催！

