
残暑厳しき折ですが、秋の気配も日暮れの早さ、時折
吹く涼しい風に感じます。いかがお過ごしでしょうか。
新しい「防災地図（水害版）」が各戸に配布されました。
昨今の異常気象にも対応できるよ
う、しっかり議論して参ります。

電話：080-6505-8823  ＦＡＸ：03-6327-6308
-

twitter：akedoma

自民党に新しい風を！
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荒川区議会の「9月会議」が開催されています！
　荒川区議会の「9 月会議」は、9 月 7 日～ 10 月 13 日にかけて行われています。今回提出される
議案は、病欠時等の議員・行政委員・監査の報酬の減額、選挙運動の要約筆記者報酬、保育園・
ふれあい館・特養・障がい者施設・自転車駐輪所の指定管理者の指定について、補正予算（個人
番号カード事務費、荒川 2丁目と西尾久 3丁目の私立認可保育園の開設支援、基金積立金）、平

成 27 年度決算です。決算委員会は、9 月 21 日～ 10 月 5 日にかけて行われます。決算ですが、荒
川区の未来についての議論をして参りたいと思います。
　9月 14日に荒川区議会では「北朝鮮の核実験に対する抗議決議について」の意見書を全会一致
で可決しました。

屋内安全対策にかかわる器具設置費用の一部を助成
　9月は防災月間です。地域でもたくさん防災訓練が開催されますので、ぜひご参加ください。
区では、区内に住所を有する全世帯を対象に、屋内安全対策にかかわる器具設置費用の助成を行
っています。主に、強い揺れを感じた時にブレーカーやコンセント等の電気を自動的に止める感

震ブレーカーや家具類の転倒・落下防止器具です。一般世帯では購入費用の 2分の 1（5千円上
限）、工事費は感震ブレーカーが費用の 2分の 1（6万円上限）、家具類の転倒・落下防止が費用
の 2分の 1（1万円上限）です。65歳以上の世帯等はより助成率が高くなります。まだの方はぜ
ひこの機会に付けてみてはいかがでしょう。
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荒川区メルマガ！登録すると区報がケータイに届きます！

最近の荒川区
　10月 9日に「あらかわリサイクルセンター」がオープンします。家庭等から出た資源の中間処
理やリサイクル活動の拠点として機能します。場所は、白鬚橋の手前（荒川区南千住 3-28-70）付
近にあります。これまでのビン・缶・ペットボトル・白色トレイに加えて、蛍光管・廃食油・小型
～中型家電の回収も行います。翌 10日から、平日～土曜
日、8:15 ～ 17:15 の時間で開いています。近所の水素ステ
ーションと併せて見学もできますので、ぜひお越しくださ
い。◆9月 30日南千住駅南側「南千住観光おもてなしサロ

ン」、10月 7日に日暮里駅前「日暮里観光案内所」が金・
土・日・祝日のみ開設されることになりました。

（2016.9.15 南千住の水素ステーション）

116arakawa@sg-m.jp
今すぐ空メールを送信！
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46歳。

現在 3期目。

問合せは明戸まで！

 →詳しくはHP等で

荒川区内いろいろ募集！

●「都電荒川線写真コンテスト」作品募集  9/30〆切
●「あらかわ絵手紙コンテスト」作品募集 11/30〆切 
●荒川リバーサイドマラソン参加者募集 10/3〆 小学生以上有料
●「ゆいの森」開館 PR映像制作業務委託事業者募集10/7〆
●C.W. ニコル自然体験大賞作品募集 （区内在住在学の小中）10/31〆
●日暮里繊維街活性化ファッションショー観覧募集 ＊10/21〆

 →詳しくは区HP等で

荒川区内いろいろイベント！
●にっぽり電車まつり 2016　＊物販・ステージ
　◆10/1 10-16 時 ◆日暮里駅前イベント広場
●荒川ふれあい寄席　＊定員 60名無料　　　　　
　◆11/22 14 時 -  ◆南千住駅前ふれあい館

●講演会「住み慣れた地域で最期まで」＊300 名無料
　◆10/13 14 時半 -16 時半  ◆サンパール荒川 3Ｆ小ホール
●荒川銭湯寄席　 ＊定員 40 名
　◆10/6 13-14 時半 ◆ニュー恵美須 （東尾久４-17-９）
●ふるさと文化館「三ノ輪の殿様―あらかわの大名屋敷」
　◆10/1-11/6 9 時半 -17 時  ◆ふるさと文化館 ＊入館料 100 円 

●景観まちづくり塾（第 5回）◆10/1 13 時半 -15 時半
　「住民参加の景観まちづくり -私たちにできること」 ◆区北庁舎 101

●あらかわモノスポ 2016
　◆10/8-10 11-19 時 ◆2k540 AKI-OKA ARTISAN （上野 5）
●読み聞かせボランティア入門講座  ＊定員 30 名・要申込
　◆10/４・18・25 10-12 時 ◆南千住図書館
●緑のカーテン講習会 （苗の冬越し等）  ＊申込順・定員 40名
　◆10/４ 13 時半 -15 時半 ◆あらかわエコセンター
●秋のエコフェスタ （たんぽぽフェスタ同時開催）＊体験色々
　◆10/22 10-15 時 ◆あらかわエコセンター （荒川 1-53-20）

●エクスチェンジ～ママとキッズ・ベビーのための服の交換会
　◆10/2210-15 時  ◆あらかわエコセンター
●史跡めぐり 「おぐの細道と観月会」＊要申込・定員 30名
　◆10/13 14 時半 -19 時半 ◆ふるさと文化館申込 ◆2千円
●写真展 ≪商店街のかけら≫ ‒ 戸田江美 × natural cafe こひきや
　◆8/17- 年末 11 時半 -18 時  ◆こひきや（熊野前商店街）
  →http://kohikiya.tokyo/　　　　　　　　　　　　　日月祝休

●ぎゃらり～アニモ ( 南千住 2-22-1） 　　　　
　■まちの駅千住掘 「手びねり会」 10/9 ①11 時 -②15 時 ￥3,000
       →http://www.t-horizumi.co.jp　　　　　　　　      

商店街多目的スペース

熊まねき堂 （9月）熊野前商店街お稲荷さんから南に 3軒目

◆9月 13 日 ( 月 ) 13-15 時 「荒川コープ・カフェ」

  参加費：100 円 ( おやつ付 )

◆9 月 17 日 ( 土 ) 13 時半 -16 時半「おぐ元気会」

◆9月 24 日 ( 土 ) 11-17 時「くまフェス」

◆9月 26 日 ( 月 ) 14-15 時「ドレミファ・サロン」

　テーマ「防災について」参加費：100 円 ( おやつ付 )

◆9 月 28 日 ( 水 )・29 日 ( 木 ) 10-16 時

  「東京ガス器具販売」

荒川区内の空家調査結果
　区内の空家は 971 棟
　（うち接道 960 棟（98.9％）、不接道 11棟（1.1％）

　（速やかに除却すべき危険空家 42棟（4.3％））
　（除却すべき危険空家 137 棟（14.1％））
　（予防措置の必要な空家 555 棟（57.2％））
　（利活用が考えられる空家 237 棟（24.4％））　

空家等対策計画素案概要
●対策の基本理念
1. 区民の安全・安心の確保するための実効的対応
2. 地域の活性化・街の魅力向上で流通・活用促進
3. 住民・事業者・専門家・行政の相互連携
●対策の基本方針
1. 空家の予防
 ・適切な維持管理
 ・相談体制・情報収集の充実
2. 空家の流通・活用の促進
 ・中古住宅の流通の推進
 ・地域活性化施設への活用の検討
 ・住宅確保配慮者世帯向け住宅として活用
3. 管理不全な空家等の対策
 ・（仮称）空家等対策の推進に関する条例の制定
 ・空家等特措法に基づく改善指導 
 ・緊急安全措置の実施
 ・老朽空家の除却促進
4. 跡地の利用への誘導
 ・オープンスペースの瀬尾の屋区有地の拡張

（2016.9.24 コミカレ修了式）


