
梅の花咲く早春の一雨ごとに暖かくなる季節を迎えた
今日この頃ですが、荒川区議会では予算委員会が開催
され、4月からはじまる荒川区の予算の審議がされま
した。主な事業と私の質問をまと
めましたので、ぜひご覧下さい。

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「2月会議」が開催されています！

　荒川区議会の「2 月会議」は、2 月 14 日～ 3月 14

日にかけて行われています。議案は、区職員の定数・
勤務時間・休暇等に関する条例改正、災害弔慰金の
支給に関する条例改正、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。国民健康保険料の値上げについて追加議案がありました。また、補正予算とし
て、道路・公園・密集市街地整備に関して審議されます。ぜひ傍聴にお越しください。
　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
ました。議員と行政、全員参加の議論はとても熱心に行われました。

2019年 3-4月

（2019.3.2 荒川区役所 実のなる木公園）

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！

★

2019年 3-4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！

●にっぽり春まつり 荒川区交流都市フェア ＊物産展・ステージ
　◆3/24 10-15 時  ◆日暮里駅前イベント広場
●にっぽりマルシェ  ＊物産展・ステージ
　◆3/16・17 10-17 時  ◆日暮里駅前イベント広場
●奥の細道旅立ち 330 周年記念パネル展「句碑でたどる奥の細道の旅」
　◆3/2-4/14  ◆ふるさと文化館 （南千住 6-63-1）＊入場料￥100

●第 16 回尾久の原公園シダレザクラ祭り ＊物産展・ステージ
　◆4/6 9 時半 -15 時 （荒天の場合は 7日）  ◆尾久の原公園
●ゆいの森あらかわ→www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/
　■ガリレオ工房の理科読ショー3/21 14-15 時半＊小学生対象・要予約 
　  ■有馬 朗人氏講演会「読書で学ぶ～人生を変える本との出会い～」3/30 14 時 -
　◆証言映像の上映と館蔵資料展「吉村昭と北海道―北へ注がれる視線―」 -4/7 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 

    ■3/13★＊・27★ 14-15 時半 とんぼ玉 （1回定員 6名） 
　■3/6★・23 14-15 時半  ガラスの置物 （定員 8名）  　全て無料 
　■3/20★ 14-15 時半 アクセサリー （定員 8名）　　　  ★講師 
　■3/12 14-15 時半   アルミ缶折鶴 （定員 8名）要予約：3805-9172
　■3/9＊ 14-15 時半   キャンドル （定員 8名）
　■3/7・14 14-15 時半  着物リサイクル （定員 12名）2日参加

●桜とアートの体験遊び―まちなかハートキッズランド＊3歳以上大人も
　◆3/31 10-14 時  ◆都立尾久の原公園（荒川区東尾久 7-1）
●実演・ワークショップ「あらわ座」 実演：犬張子・WS：カードケース
　◆3/16 11-14 時半 - （昼休憩あり） ◆荒川ふるさと文化館 ギャラリー
●あらかわふれ愛マーケット ＊福祉作業所の製品販売　
　◆3/27 10 時半 -14 時半  ◆荒川公園内展示場
●世界の将棋まつり ＊将棋・チェス・シャンチー・チャンギ　＊参加費：￥500（中学生以下￥100）
　◆3/17 10-17 時  ◆日暮里駅前イベント広場   プロ棋士対局 2千円
●景観まちづくりシンポジウム 2019 ＊講演・オープンワークショップ
　◆3/23 13-16 時半  ◆サンパール荒川 5F  講師：岡村幸二氏（建設技術研究所）
●あらかわを語る講談会  ＊前売券：￥1,500・当日券：￥2,000
　◆3/17 14 時開演  ◆日暮里サニーホール　

●ＯＧＵ ＭＡＧ（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース・無料 
　  ■第７回おぐまぐ寄席  桂 扇生 落語会
       ◆3/24 15 時 - （30 名￥1,500） →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
●あらかわ・Eモニター 100 名募集 ＊3/29〆 パソコン・総合窓口持参・郵送・FAX
●「尾久の原公園シダレザクラのある風景」写真募集 ＊5/31〆
●荒川コミュニティカレッジ第 9期生 30 名募集 ＊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

 →詳しくは区HP等で

第 4回荒川区新製品・新技術大賞が決定！
区長賞：積層成形ブロック L-CUBE（旭モールディング（株））

平成 31 年度予算に関する特別委員会
             こんな質問しました！

【総務費】危機管理費：①防災計画に密集市街地

解消を面積で表示することについて。ふれあい

館費：（仮称）東尾久 3丁目ふれあい館の住民説

明会で出た意見について、隣地の公園の在り方

に関してボールで遊べるエリアでは。ゆいの森

あらかわ費：①4F のビジネスコーナーで開催し

ているビジネスに関する相談会について現状、②

荒川区に関する本の蔵書数、③自分史の冊数と寄

贈方法、④図書館通帳の利用者の数と読書推進の

ために 1冊たまった人にちょっとしたプレゼン

トをあげることについて。【民生費】保育費：①

昨年陳情書を可決したゼロ歳児の 11 時間保育の

現状について、平成 30 年度の実績人数、②実施

園が今のところ区立も私立も尾久地域にない現

状に対する対応（→少なくとも 1園は実現した

い）、③実施園についての情報公表（→確定した

ら順次）、④ヒアリングの結果の公表について、⑤

ベビーシッターの仕組の荒川区での実施につい

て、⑥ママ・スクエアについて。高齢者福祉費：

介護度が改善した取り組みに対するインセンティ

ブ加算の制度の荒川区での実施。国保事業：①過

度な延命治療を望まないカードについて、②延命

治療を望まない人の家族が 119 番でなく主治医

に連絡する可能性の周知について。産業経済費：

区内商店のキャッシュレス決済導入に際しての

区の支援について。　　　　　（質問時間 60 分）

あらかわ遊園運動場グラウンドであそぼう！
3/18・3/25・4/8・4/15（月）14-17 時 小学生以下の子ども対象

2020 年 8/18-9/6

15-64 才

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！


