
1　実施状況

（１）答申案の公表

　　　平成１８年１１月２１日に区報特集号を発行するとともに、区のホームページ

　　において答申案を公表し、意見の募集を行いました。

（２）意見募集期間

　　　平成１８年１１月２１日から平成１８年１２月４日まで

２　実施結果

（１）寄せられた御意見数

　　　２５件　　　

（２）御意見の内容及び御意見に対する回答案

　　　以下のとおりです。

　　　なお、回答案は、直接、答申案に関するもの以外についても、区と調整の上、

　　作成いたしました。

NO. 御　　意　　見　　の　　内　　容 回　答　案

1

●赤信号を平気で渡っている大人が沢山います。小学生の方
がちゃんとルールを守っています。私は、自転車のルール違
反について、尾久署と一緒にやっています。逆走、二人乗
り、無灯火、片手ハンドル（雨の日のカサ、ケイタイ）など
ルールを守らないので荒川区は日本一の自転車事故件数で
す。私はくやしくてなりません。（中略）大人がこわれてい
るのが現実です。子供に言う資格がありません。ルール違
反、モラルの低下は確実です。
●都電通りに尾久署から町屋まで交番がありません。荒川に
５０年いて不思議でなりません。都電、車、自転車が通るの
に。交番の設置：自転車の逆走が目立ちました。１分に１
台。１０日間の実状を尾久署交通課に提出し、昨年１２月２
３日に一方通行の看板が設置されました。自転車も乗れば車
と同じで左側通行です。赤外線カメラの設置：尾久署に連動
して、モニターでチェックする。尾久署に提案しています。

●大人のモラルの低下、交
通安全対策について、答申
の表現に加えるよう検討い
たします。

●「災害・犯罪に強いまち
づくり」に向けた御意見と
して、参考にさせていただ
きます。

2

●他の区に先がけて、ポイ捨て禁止宣言をＴシャツまで配布
し盛り上げたのに…。北や台東など隣町より荒川に入ると道
路が何か違うと感じさせられたら…。ゴミの無い荒川、人の
心の通う荒川。
●どの区が考える様な、あるいは、ユビキタス時代は、何も
荒川だけが先がける訳ではなく、国際間の事だったりする。
●大きな事を考えるのではなく、地域（荒川７地区）のそれ
ぞれの良さを少しずつ焦らずに伸ばし、その上で、荒川全体
のまとまりが、一つの指針になればと考えます。

●「環境に配慮した清潔で
美しいまちづくり」を進め
てまいります。

●１つの御意見・御要望と
して、承ります。
●御意見として、参考にさ
せていただきます。

3

●安全安心の観点からの意見。隣組み制度の発想で町内ブ
ロックを５～６世帯を単位とした集合体を組織し（町会の班
程度）、その責任者の情報が、区の直結ラインにつなげ、そ
こから各担当部署に配信すれば、住民の生の情報に即応出来
ます。これに依る人的信頼関係の構築が出来れば、ＤＶやい
じめ、更に防犯・防災の初動対応、減災の一助になるのでは
と思う。

●「災害・犯罪に強いまち
づくり」に向けた御意見と
して、受け止めさせていた
だきます。

荒川区基本構想審議会答申案に対する
パブリックコメントの実施結果について
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NO. 御　　意　　見　　の　　内　　容 回　答　案

4

●アニメーションの仕事をしております。文化の面でも産業
の面でも、新しいことに触れているようで、表面上のみのよ
うな気がします。外務省もアニメ大使を企画しているようで
すが、行政現場では“ア”の字も出ません。ＨＰのキャラク
ターは動いていますか？身近なところからアピールさせてく
ださい。

●御意見として、参考にさ
せていただきます。

5

●コミュニティバス「さくら号」にはとても感謝していま
す。私の所は南千住の駅からの帰宅にはとても便利ですが、
駅に向かう際にも便利なように、反対周りも是非、運行して
下さるようにお願いします。
●フリーマーケットは、いつも大にぎわいですが、雨天中止
の時もあり、残念でがっかりします。その為、毎月又は毎週
どこかでできないでしょうか？よろしくお願いします。

●御意見として、参考にさ
せていただきます。

6

●教育の場に伝統を。いじめ、自殺が社会問題になっていま
す。伝統文化は心を育む大切な教えが沢山入っています。私
は伝統工芸水引を通して、結びの話をしています。神社、仏
閣、芸道等々結びは神さまと縁結び、信仰の要とされた敬意
はとても興味深く今の時代学ぶところが大きいです。悩んで
いる母親教育の場でご活用下さいますようご検討下さいませ
んか。昔の良き人情は、おせっかいと助け合いです。明治の
親に育てられた我々の出番と考えます。

●助け合いについて、答申
の表現に加えるよう、検討
いたします。

7

●東尾久運動場のテニスコートのことですが、９時から空き
があっても料金を事前に払わなければ利用できません。足立
区のように現場受付で当日料金を受け付けるようにしていた
だきたい。

●御意見として、参考にさ
せていただきます。

8

●私は西日暮里で生まれ育ち、７０年この地で暮らしている
者です。この街が好きですし、愛していますが、都内でいち
ばん貧しいとか、学力（公立小中）が最低とか見聞するたび
に辛い気持ちになります。
●若い人が住みたいと思う街、働きやすい子供が育てやすい
保育所の充実、公立の学力アップに力を入れてほしいです。
安全できれいで緑の多い街作りをお願いしたいです。

●「都内でいちばん貧し
い」「学力が最低」は、事
実と相違しております。

●「子育てしやすいまちの
形成」を進めてまいりま
す。

9

●只今、荒川区に住んでいることに幸福を強く感じて居りま
す。というのも、西川区長さんのすばらしいことです。区民
の幸せを一番に考えておられる努力です。区報もこの頃は、
カタカナの横文字にすぐに説明文がつくのでとてもわかりや
すいです。以前は区報も見ても、カタカナの横文字がわから
ないままでイライラしてました。私は７３歳になります。英
語は全くわかりませんので、今後、ますますわかりやすい区
報にして下さい。せっかくの区報も、誰にでも意味が通じな
ければ、猫に小判だと思います。よろしくお願いいたしま
す。

●「積極的な区政情報の発
信と信頼される区政の推
進」に向けた御意見とし
て、参考にさせていただき
ます。

10

●荒川区に住み続けて４４年になります。現在、区民住宅に
いますが、５年前に主人を亡くし、来年、中・高と２人の娘
の進学で、また住宅も毎年家賃が上がり、都営住宅を応募し
ても荒川区には空きがなく、入れません。住みよい町で離れ
たくないのですが、このままでは将来が不安です。都営に入
りながら、犬や猫のペットを飼う余裕がある方等、また成人
して生活に余裕のある方等にぜひ変わってただきたいです。
また、空き部屋がたくさんあると住民に聞いていますが募集
がないのはどうしてでしょうか。私たちの願いを審議会に届
けてほしいです。

●都営住宅については、都
の事業ですので、回答を差
し控えさせていただきま
す。



NO. 御　　意　　見　　の　　内　　容 回　答　案

11

●昭和初期の尾久の町が、なんのイベントか知らないが
「ボート競技」で賑った記憶がある。オリンピックのボート
競技場に北区堀舟～尾竹橋近辺までに及ぶ直線コースがあ
る。考えれば考える程、最適ではないかと思われる。当時に
比べれば、抜群に環境は良化している。今後、更に良化する
のは目に見えている。近隣区と併せて、考えてみる運動が盛
り上がっていく事を期待します。

●御意見として、受け止め
させていただきます。

12

●区政にご尽力いただきありがとうございます。学校教育の
充実とあるのですが、わが子をみても、また公開週間でクラ
スの子ども、学校全体の子どもを見ても、どこか疲れた感じ
がします。平日の５日間につめこむには、やはり無理がある
のではないでしょうか。週５日になった分、土曜日の習い事
が増えているように見受けます。学校を週６日にもどすこと
はむずかしいのでしょうか。今の時間数で教育を充実させる
というのは、教師にとっても負担が増えるばかりなのでは、
と心配されます。

●１つの御意見・御要望と
して、承ります。

13

●新たな基本構想である幸福実感都市あらかわに込めた６つ
の都市像の実現を目指し、区長、区議会議員は限られた税金
を最大限に有効に、むだ遣いをしないで、全知全能を使って
各自の責務を果たしていただきたい。概ね２０年後の構想も
必要ですが、５年後、１０年後というように短期、中期、長
期というような構想も必要ではないでしょうか。区長の公
約、区議会議員の公約などとの整合性はどうなのでしょう
か。

●御意見として、受け止め
させていただきます。今
後、基本構想の理念を踏ま
え、１０年間の基本計画、
４年間の実施計画を策定し
てまいります。

14

●「子育て教育都市」において、「学校教育の充実を図り、
確かな学力を育成する」ことは、良い考えだと思います。荒
川区にも、公立の中高一貫校を創立してはどうかと思いま
す。ご検討ください。

●御意見として、受け止め
させていただきます。

15

●２０年後の区の将来像として「幸福実感都市 あらかわ」を
目指し、６つの項目を明記してありますが、どれも理想的で
実現できるのですか。荒川区は税収が都内２３区の内、一番
悪く４５％都から補助を受けている。企業誘致しても来ない
と聞いている。さらに、少子高齢化の中で、どうやって実現
していくのですか。どれを最優先に取り組んでいくのです
か。財政の立て直しにどう対処していくのか。２０年後には
たして日本そのものがどうなっていくのかわからない中で、
どう取り組んでいくのか。それより現在、様々な問題を抱え
ている区民を守ることに目をやってもらいたい。

●御意見として、受け止め
させていただきます。

16

●私は生まれて１５歳まで育った所が旧本郷区動坂でした。
そして他県より終の住居を求めてここに移って参りました。
周りにも大型のマンションがどんどん建ち、人口も増えま
す。汐入小学校も生徒数がいっぱいと聞きます。隣に幼稚園
と汐入小学校の分校が出来るらしいですが伸び伸びと遊べる
校庭も作ってやって下さい。すぐ隣にはまた、マンションの
予定だそうですが、私達老人が安心して入れる特養老人ホー
ムを作ってください。

●御意見として、受け止め
させていただきます。

17

●現在、道路を歩行するのがこわい。自転車が左右前後から
フワッと湧き出てきて、歩行するのに大変危険である。小生
はまだ６３歳で健常者であるにもである。ましてや、視覚障
害者（私の妻は視覚障害者）の危険は何倍かもある。現在、
一番身近な件で感ずるのはこのことである。なんとか安全、
安心に街を歩けるようにして欲しいと思います。

●「安全安心都市」の実現
に向けた御意見として、参
考にさせていただきます。



NO. 御　　意　　見　　の　　内　　容 回　答　案

18

●地域社会構成に重要なポイントにある町会自治会に対して
の位置付け、役割についてどのようにお考えか問うてみた
い？最近の行政サイドのありようでは、区民・町民をイコー
ルパートナーとしてみるよりも旧態依然とした上意下達の図
式が見られる。例えば、「リサイクル資源回収が毎週になり
回収品目が増えます」との一方的な通達だ。町会役員らは高
齢化が進み、誰が汗をかくのだろうか。町会組織は崩壊する
やにしれず、経費削減というなら疑問が多くある！面倒な事
は町会にわずかな金で押しつける。民主主義の基本にたちか
えって区民の声を聞いてほしい。一方的にえらぶるのは良く
ない。行政職員は身を正すのは当然の義務だ！

●１つの御意見・御要望と
して、承ります。

19

●子育てしやすいまちの形成とは、汐入地区の幼稚園・小学
校の増設も入っているのでしょうか。ファミリー世帯向けの
マンションが年々増え、結果、我が娘は区立幼稚園の抽選に
はずれました。公園があり、子育てにはいいと思い引っ越し
てきましたが、引越してきてから幼稚園・小学校問題を知り
ました。「幸福実感都市あらかわ」の実現は、片寄ることな
く荒川区内の住民１人１人が実感できるように、実現して欲
しいと思います。小学校に制服又は白いシャツ、黒スカー
ト、ズボンなど統一すべきです。私服はいじめの原因の１つ
を作ると考えます。

●「子育てしやすいまちの
形成」に向けた御意見とし
て、受け止めさせていただ
きます。

20

●介護保険料金２ヶ月前払、障がい者年金は２ヶ月後払い、
ごぞんじですか？今迄、介護保険料は毎月銀行から振込んで
来ました。１０月１５日に年金額が6,000円ちかく減らされ
ていました。電話で問い合わせましたら、以上の様な返事が
返って来ました。お知らせはしてありますの１点ばりです。
区長さん、御存知ですか。あまりに矛盾してませんか。保険
料は値上り、通院介護は中止、医療費アップ、これでは年寄
りは早く死ねと言わんばかりです。こんな生活をしている者
にも歳末たすけ合いの募金をと町内会より渡されました。本
当に弱者のために使われているのでしょうか。

●１つの御意見・御要望と
して、承ります。

21
●「財政健全化推進」や「職員のスキルアップ、リストラへ
の取組み」の項がない。

●財政の健全化について、
答申の表現に加えるよう検
討いたします。
●職員のスキルアップにつ
いては、「目標の設定と管
理による行財政運営の戦略
的推進」の中に記述してお
ります。

22

●荒川区の下町をどんどん変えて欲しくない。
●お風呂屋さんの料金を元のように安くして欲しい。
●税金を安くして欲しい。
●時代を変えて欲しくない。

●１つの御意見・御要望と
して、承ります。

23 ●ガン検診の内容をいままで通り変えないで欲しい。
●１つの御意見・御要望と
して、承ります。

24 ●インターネットをとりやめにして欲しい。
●１つの御意見・御要望と
して、承ります。

25

●汚水処理場はすてきな自然公園となり、野球場やテニス
コートもありますので、まだ埋め立ててない部分も広々とあ
るようですので、是非新しくゴルフの練習場（打ちぱなし）
を設けていただきたく切願致します。

●１つの御意見・御要望と
して、承ります。

３　回答の公表
　　パブリックコメントの実施結果は、区のホームページにおいて公表いたします。


