
平成 31 年がスタートしました。平成の年号が 5月に
替わる今年の元旦はたいへん穏やかな良いお天気で迎
えました。本年が猪突猛進で元気な年となりますよう
祈念しております。区民の代表
として今年も全力を尽くします。
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荒川区議会の「2月会議」が開催されます！

　荒川区議会の「2 月会議」は、2 月 14 日～ 3月 14

日にかけて行われます。議案は、区職員の定数、所
得税法改正に伴う①児童育成手当、②ひとり親家庭の
医療費助成、③心身障害者福祉手当、旅館業法施行条
例改正（近隣住民への説明義務、住居と旅館の廊下、
階段、出入口を別にする）、道路占用料・公園条例の
占用料値上げ、区従前居住者用住宅条例改正（東京
都都市計画道路事業でも提供できる）、荒川遊園観覧車等新設工事・新尾久図書館・（仮称）日暮

里活性化施設の請負契約です。また、補正予算として、道路・公園・密集市街地整備に関する費
用が審議されます。
　また、2 月 25 日～ 3月 11 日にかけては、今年 4月からの予算に関する特別委員会が開催され
ます。議員と行政、全員参加の議論はとても熱心に行われます。新規事業も始まります。ぜひ傍
聴にもお越しください。

2019年 1-2月

（2019.1.25 ゆいの森あらかわ）

平成 31 年度予算の主な事業！ 
●新尾久図書館の整備（2億 2千万円）
●　　　日暮里地域活性化施設整備（1億 8千万円）
●産後ケア事業の拡充（1,086 万円）
●出産・子育て応援事業（1,162 万円）　新
●保育園 31年 4月 4園、7月 1園、32 年 4月 1園
　開設予定（定員計 250 名増）　（9億 1千万円）
●タブレット PCを活用した学校教育（6億 5千万円）
●学校体育館の空調設備の設置（8,880 万円）
●児童相談所設置に向けた取組の推進（13億 6千万円）
●中学生 1年の基礎学力向上支援（150 万円）新
●英語検定受験料補助（371 万円）新
●保育従事職員への宿舎借上げ支援（1億 7千万円）新
●保育所における ICT 化推進支援制度（1億円）　新
●2020 東京五輪競技大会プレイヤー事業（1,829 万円）

（仮称）

予算総額は過去最大 1,022 億円！　　　　　（　） の数字は概算

●あらかわ遊園リニューアル（9億 4千万円）
●中小企業融資事業（13億 9千万円）
●創業支援事務所等の賃料助成（839 万円）
●ファッションデザイナー創業施設準備（539 万円）
●小規模事業者経営力支援助成（1億 3,179 万円）
●観光アプリの導入（743 万円）新
●次世代へのバトンタッチ支援拡充（619 万円）
●高齢者自立支援・重度化防止事業（2,887 万円）
●在宅療養推進事業（600 万円）新
●子どもの居場所づくり事業費（1,784 万円）
●子ども応援フードドライブ（70万円）新
●奥の細道旅立ち 330 周年記念事業（2,667 万円）
●総合スポーツセンターの改修（24億 5千万円）
●防災まちづくりのさらなる推進（1億 9千万円）



東京 2020 パラリンピック
競技大会シッティングバレ
ーボールの公式練習会場が
荒川総合スポーツセンター
に決定！ 2020 年 8/18-9/6

女子医大跡の病院が東京
リバーサイド病院 （南千住）

を経営する社会医療法人
正志会に決定しました！

★

2019年 1-2月

48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イベント！

にっぽりマルシェ 　＊物産展・ステージ
　◆2/16・17 10-17 時  ◆日暮里駅前イベント広場
●あら！もったいないキャンペーン  ＊抽選で 200 名に景品
　◆12/7-2/28  ◆区内 50 協力店ポスターの 3クイズに答えて 
●第 24 回ディスカバーあらかわ「区内の風景・風物展」展覧会 
　◆2/10-16 10-18 時 （最終日 -16 時）  ◆町屋文化センター 2F
●荒川ふれあい寄席 　＊60名無料・先着順
　◆2/12 14 時 -  ◆汐入ふれあい館 （荒川区南千住 8-2-2）

●ゆいの森あらかわ→www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/
　■吉村昭記念文学館学芸員による常設展示解説 3/2 14 時 -
　◆展示「津吉村昭と東京開成中学校－昭和 20年の卒業生－」1/18-3/21 8 時半 -20 時半
 　＊イベント予約 https://www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/viewer/event/index.html
●あらかわリサイクルセンター工房・教室 ＊1歳以上託児 10日前予約 

    ■2/13★＊・27★ 14-15 時半 とんぼ玉 （1回定員 6名） 
　■2/6★ 14-15 時半  ガラスの置物 （定員 8名）  　　　　全て無料 
　■2/20★ 14-15 時半 アクセサリー （定員 8名）　　　  ★講師 
　■2/16＊ 14-15 時半   アルミ缶折鶴 （定員 8名）要予約：3805-9172
　■2/12 14-15 時半  サンドブラスト （定員 8名）
　■2/23 14-15 時半   キャンドル （定員 8名）
　■2/14・21 14-15 時半  着物リサイクル （定員 12名）2日参加

●猫との暮らし方教室　＊定員 50名
　◆2/23 13-15 時  ◆荒川区役所  北庁舎 1F101 会議室
●実演・ワークショップ「あらわ座」 実演：木版画彫・WS：のれん
　◆2/16 11-14 時半 - （昼休憩あり） ◆荒川ふるさと文化館 ギャラリー
●骨折で寝たきりにならないための食生活 ( 講座 )＊65 才以上 50 名　
　◆2/26 14-16 時  ◆区役所本庁舎 304・305 会議室
●「英語と日本語のおはなし会」『ロージーのおさんぽ』他 
　◆2/17 11 時 -  ◆尾久図書館 2F おはなしのへや  ＊申込不要
●中小・小規模事業者のための「背伸びをしない IoT 活用術」
　◆2/21 13 時半 -16 時  ◆セントラル荒川 4F  ＊企業・事業者の事業主・従業員 20名

●地域交流イベント「Feel コミカレ  動いて、知って、作って、感じる荒川」
　◆2/16 9 時半 -16 時  ◆サンパール荒川 6F
●荒川銭湯スタンプラリー  ＊区内 4ヶ所の銭湯を巡りスタンプ集めた方
　◆12/17-2/11  ◆区内各銭湯　先着1,500 名に特製グッズプレゼント
●「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」関連文化講演会　
　◆3/17 10-11 時 40 分 ◆生涯学習センター（荒川 3-49-1）
　＊往復はがきで 2/18〆応募・18 歳以上 80 名抽選・無料・参加者 1人に 1枚 NHKから招待券 　　　　　 　　 

●ＯＧＵ ＭＡＧ（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース・無料 
　■戦争と平和を生きたNYのストリート・アーティスト ジミー・ミリ
      キタニ絵画展 ◆2/8-15 13-19 時 →http://www.ogumag.com/

荒川区内いろいろ募集！

●あらかわ俳壇俳句募集  3/31〆投句箱・インターネット＊兼題：歌留多、立春、椿、当季雑詠
●認知症サポーター養成講座参加者募集＊2/15 14 時 - シルバー人材センター開始
●景観まちづくり推進委員 10名募集 ＊2/28〆
●荒川コミュニティカレッジ第 9期生 30 名募集 ＊1/21- 定員になり次第
●住まいの防犯対策補助金募集  ＊防犯カメラ・録音機付きドアホン・補助鍵等 1/2 補助
●自然体験青少年健全育成活動事業補助＊中学生以下 15人以上参加するキャンプ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登山、動植物・星の観察、農作業・漁業体験

●区まちづくり推進員 1名募集 ＊2/12〆●心理専門相談員若干名募集＊急募

 →詳しくは区HP等で （2019.1.1 JR 日暮里駅近く）

子育て情報アプリ「あらかわすくすく子育
てアプリ（母子モ）」の配信がはじまりま
した！　　　　　　登録料・利用料は無料です。（通信料は利用者負担）アプ
                          リのダウンロード後、プロフィール登録で荒川区の郵便
    番号を入力していただきますと、荒川区の子育て情報を受取れます。

App Store

Google Play

2/11（祝）いよかん湯（区内銭湯）入浴した小学生以下のお
子さんに飲料プレゼント
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