2016 年 3-4 月
もうすぐ春ですね。梅が咲き、沈丁花が香り、早い桜はもう
咲き始めています。3 月は荒川区議会では平成 28 年度の予
算が審議され、より良い荒川区政を目指します。新年
度は新しい事業も始まります。ぜ
ひ様々イベント等ご参加下さい。

荒川区議会の「2 月会議」が開催されました！
荒川区議会の「2 月会議」は、2 月 15 日～ 3 月 15 日にかけて行われました。来年度の予算が
審議される予算に関する特別委員会は、2 月 25 日～ 3 月 8 日にかけて行われました。議案は、
法の施行に伴う行政不服審査会の設置、地方公務員法改正に伴う条例整備、「芸術文化振興基金」
の創設、消費生活センター条例制定、建築審査会の委員の任期の設定、「リサイクルセンター」の
技術管理者の資格の設定、道路占用料の改正（値上）、公園使用料の改正（値上）、国民健康保険
料の改正（値上）、介護の「指定地域密着型サービス事業」と「指定地域密着型介護予防サービ
ス」の規定の改正、「長期優良住宅建築」「建築物エネルギー消費性能」向上・基準適合の建物の
増改築の認定手数料について等がありました。補正予算では主に、東日暮里の保育園用地の取得、
若者や女性に対する就労支援策の拡大、中学校ワールドスクール（英語でのコミュニケーション
交流）、全国連携プロジェクト（北海道くしろ地域との連携）が計上されています。

平成 28 年度予算の主な事業！ 予算総額は 969 億円！

ゆいの森あらかわの
ロゴマークが決定！→

●ゆいの森あらかわの開館（43 億円）新
●中学校ワールドスクール（450 万円）新
●（仮称）リサイクルセンター開設（7 千万円）新
●子どもの居場所づくり（545 万円）
●（仮称）日暮里地域活性化施設整備（2 千万円）新 ●町会・自治会活動助成費充実（2,847 万円）
●防災スポットの整備（1 億 9 千万円） 新
●重度障がい者グループホーム（823 万円）
●災害時の慢性疾患用医薬品備蓄（3 百万円）新
●介護予防の短時間体操開発・栄養士（1 千万円）
●都立汐入公園内保育園、東日暮里 3 丁目保育園
●高齢者の生活支援体制の整備（366 万円）
（Ｈ28 年度 4 月）、宮前公園内保育園（Ｈ30 年度 ●認知症施策のさらなる推進（5,719 万円）
4 月開設予定）等設置（12 億 6 千万円）
●地域密着型サービス拠点等整備（2 億円）
●（仮称）宮前公園・児童遊園等整備（14 億 9 千万円）
●小規模事業者の経営力強化の支援（1 億円）
●公園への防犯カメラ設置（1,685 万円）新
●南千住と日暮里の観光案内所設置（2 千万円）
●（不燃化特区外の）老朽空家除却助成（2 千万円） ●全国連携プロジェクトの推進（2 千万円）
●にこにこすくーるを全校に開設（12 億 6 千万円） ●俳句文化の振興（1,725 万円）
●（生ごみ対策）荒川もったいない大作戦（147 万円）●地域ぐるみ健康づくり推進事業（1 億 4 千万円）
●蛍光管・古布古着・廃食油・中型家電のリサイクル（1,377 万円）
●町屋・尾久（赤土小防災井戸）永久水利整備（1 億 9 千万円）

サンパール荒川の改修が終わりました！ 4/2 にリニューアルオープン！
自民党に新しい風を！
-
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荒川区内いろいろ募集！

→詳しくは区 HP 等で

●コミュニティカレッジ 2016 年度入学生 60 名募集 3/30〆
●手話講習会受講生募集 (4 コース・全 120 名 ) 3/31〆
●あらかわ NO! メタボチャレンジャー募集 4/18〆
●あらかわ・E モニター 100 名募集（20 歳以上）3/31〆
●あらかわ満点メニュー提供店募集 4/22〆
●汐入こども園非常勤保育士 1 名募集 決まり次第
●国保年金課非常勤職員若干名募集 決まり次第
●臨時職員（臨床検査技師）募集 集まり次第
●学校図書館補助員（臨時職員）7 名募集 集まり次第
●学びサポートあらかわボランティア募集 3/31〆

パブリックコメント募集
●荒川区子ども読書推進計画（案）3/15〆
●荒川区スポーツ推進プラン（案）3/9〆

荒川区内いろいろイベント！→詳しくは HP 等で
●第 13 回尾久の原公園シダレザクラ祭り
◆4/2 10-15 時 ◆尾久の原公園 ＊食品・物産販売あります
●座学「今年も桜を楽しもう」講師：樹木医 3/17〆
◆3/22 13 時半 -15 時半 ◆あらかわエコセンター
●第 7 回「街なか商店塾」干菓子づくり、まつ毛付け、フラ入門等々
◆2/20-3/19 ◆区内商店街（50 講座）要申込・無料
●川の手フリーマーケット ＊雨天中止
◆3/20 10-15 時 ◆荒川公園（区役所前）
●はつらつ脳力アップ教室 説明会 （他区内 7 ヶ所で実施）
◆3/23 13 時半 -14 時半 ◆尾久ふれあい館
●景観まちづくりセミナー

講師：篠原修氏（東大名誉教授）
< 防災と景観から下町の風情を残して安全をはかる >

◆3/25 18-20 時 ◆ムーブ町屋 3Ｆホール

●あらかわてくてく散歩！東日暮里・根岸・下谷コース
◆4/5 13 時半 -16 時半 ◆ＪＲ鶯谷駅出発 ＊20 名 500 円 4/18〆
●
「障がい者スポーツを楽しもう 障がいに応じたスポー
ツの工夫と実施」講師：大友氏（東京都障害者スポーツ協会）
◆3/18 14-16 時 ◆荒川たんぽぽセンター ＊ 20 名無料
●荒川ふるさと文化館ミニ展示「吉村昭と冬の北海道」
◆2/10-12/22 9 時半 -17 時 ◆ふるさと文化館 郷土学習室
●かんたんエクササイズ体験 ＊普段運動をしてない 20 歳以上
◆3/27 13-15 時 ◆総合スポーツセンター ＊200 名要申込

予算委員会、こんな質問しました！
【総務費】文化振興費：①芭蕉の矢立初めの地で
ある千住大橋周辺のハードの整備について、
②千
住大橋周辺の表示等の工夫について。
【選挙管理
委員会費】
①18-19 歳の新有権者の数、
②就職や
進学で移転する場合の郵送でできる不在者投票
の告知について、
③期日前と当日の投票所の数、
④投票の利便性のために駅に投票所を設けるこ
とについて、
⑤選挙の盛り上げ策について、
⑥大
学や若者との連携について、
⑥
「主権者教育」で
明治以降の権利の獲得の歴史について授業する
ことについて【民生費】高齢者福祉費 ①
「生活
支援体制整備事業」について、
②変化の激しい経
済状況に対する老後の生活資金相談の可能性、
③
若者の国民年金の加入率について、
④40 年後の老
齢期の貧困対策のための国民年金未加入ゼロ、
⑤
認知症独居の方へ特別配慮されるべき特殊詐欺
対策、
⑥任意後見人制度の申請人数、
⑦ケアマネ
ジャーへの社会保障制度の理解、
⑧無料定額診療
施設を紹介できる部署、
⑨幸福度を左右する「人
間関係の貧富の差」を地域力と今後の調査・予
防策について（持ち時間 56 分）
商店街多目的スペース

熊まねき堂（3 月）熊野前商店街お稲荷さんから南に 3 軒目
◆3/28 14-15 時
みんなで歌おう‼
ドレミファ・サロン♪
懐かしい歌をうたいなが
ら楽しくおしゃべりしたり、
体操したりします！
今月のスペシャル
「わくわくマジック！」
参加費：200 円（おやつ付）

＊予約不要
＊出入り自由
＊月 1 回開催予定！

「あら BOSAI（あら坊祭）2016」開催の様子（2016.3.5）↑

65歳以上一人暮らし・高齢者のみ世帯の（火災防止）
ＩＨ調理器・ＳＩセンサー付ガスコンロ購入に助成！
問合せは明戸まで！

45 歳。
現在 3 期目。

