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▶施政方針を述べる西川区長

輝 く未来の
いしずえ

礎予 算
西川区長は、２月14日、平成30年度荒川区議会定例会・２月会議
の冒頭で、今後の区政運営の方向と平成31年度予算の編成方針・主
要施策について、所信を述べました。
問合せ

総務企画課企画係

☎内線２１１１

「平成」の時代が、
30年の歳月を経て、ま

が凝縮されているとおり、住民が真に必要

もなく幕を下ろそうとしています。この30

とし、求めていることは、地域の実情に精

平成31年度予算は、区民の皆様の安全安

年という期間は、少子高齢化による社会構

通した最も身近な政府である自治体が、自

心のための防災・減災の取り組みの充実、

造の変化やグローバル化による経済構造の

ら決し、速やかに実行に移していくことが

福祉・子育て・教育環境の充実、産業・文

変化が顕在化し、
低経済成長、
相次ぐ大規模

重要であり、それが地方自治の要でありま

化・スポーツ分野における施策の推進、地

災害、
環境問題等、
私たちが過去に経験した

す。区では、区民の皆様の声にしっかりと

域コミュニティ活性化のための環境整備等

ことのない、複雑化した困難な課題に迅速

耳を傾け、適切に手を差し伸べるため、区

を具体化するため編成したものです。

に対応することが求められた時代でした。

政の各分野において全国の自治体をリード

区政運営に携わる者に求められているこ

感しています。

また、地方分権一括法の制定により、地

する施策等を実施して参りました。こうし

とは、
未来に責任を持ち、常に未来を見据え

方分権が推進され、各自治体が知恵を絞

た継続的な取り組みが着実に実を結び、今

つつ、状況の変化にも迅速に対応しながら、

り、創意工夫をしながら地域づくりを行う

日では、荒川区は、
「暮らしやすい街」
「子

最適な施策を展開し、区をよりよい形で次

環境整備が進められた時代でもありまし

育てしやすい街」等の高い評価をいただく

代につないでいくことにあると考えてい

た。いまだ権限移譲や税源移譲・配分等の

ようになり、人口も21万6000人を数える

ます。私は、これからも、区民サービスのさ

課題は残っておりますが、国と地方の在り

までになっています。時代とともに街の様

らなる充実や質の向上に向けて、力の限り

様を変える画期的な取り組みであったと思

相が変わりゆく中にあっても、昔ながらの

取り組んで参りますので、より一層のご支

います。

人情味あふれる地域力を引き継ぎながら、

援とご協力を心よりお願い申し上げます。

ジェームズ・ブライスの「地方自治は民

あらゆる年代の方々がいきいきと暮らす、

（要旨）

主主義の学校である」という言葉にすべて

活気に満ちあふれた街であることを日々実

【平成31年度予算案の詳細は２・３面】

〜区政は区民を幸せにするシステム〜
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区役所の代表番号☎（3802）
3111

平成３１年度予算案

予 算 案 の 主 要な事 業

平成31年度の一般会計予算は、1022億9000万円であり、区民の健康増進や福祉の
充実、子育てや教育環境の整備、産業振興、環境対策、文化振興、防災・防犯、まちづ
くり等、区政の重要課題に積極的かつ効果的に予算を配分しました。
問合せ 財政課 ☎内線２１２１

子育て・教育
出産・子育て応援事業

各会計の予算額
一
般
会
計
国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険事業特別会計
計

1022
246
50
174
1494

No.1647 2019年（平成31年）３月１日号

区民の声 FAX（3802）
6262

億
億
億
億
億

9000
2800
2800
9500
4100

万円
万円
万円
万円
万円

産後ケア事業の拡充

1086万円

宿泊型・日帰り型に加え、助産師が自宅を訪
問し相談・指導を行う訪問型を新設します。

1857万円

主要な事業の一部を紹介します。

待機児童解消に向けた保育定員の
９億1655万円
さらなる拡大
新たな保育園を、平成31年度に４園、32年度に
３園開設し、保育定員を400人以上拡大します。

区立児童相談所設置に向けた
13億6023万円
取り組みの推進
区立児童相談所の平成32年度設置を目指し
て、着実に準備を進めます。

妊婦一人ひとりに、個別の支援プランを作成
します。かかりつけ保健師が、相談先や支援方
法を把握し、妊婦と赤ちゃんをきめ細かく支援
します。

区の予算の使いみち
平成31年度の区の一般会計予算の総額を1000円とみなして、分野別に使う金額を
示したものです。
民 生 費
571 円 高齢者・障がい者等の福祉や子育て支援のために
総 務 費
163 円 安全・安心や区民施設の運営、文化振興等のために
教 育 費
82 円 学校や幼稚園の運営等のために
土 木 費
59 円 公園や道路の整備、再開発等の街づくりのために
環境清掃費
36 円 清掃や環境保護、リサイクル事業等のために
衛 生 費
32 円 区民の皆さんの健康を守ること等のために
産業経済費
25 円 産業や観光の振興、就労支援等のために
議 会 費
6 円 議会の運営等のために
そ の 他
26 円 区債や基金の管理等のために

歳入・歳出の内訳

※（

）内は平成30年度当初予算の構成割合です
その他収入 60億5100万円 5.8%（6.2％）

特別区債 31億1000万円 3.0%（3.3％）
特別区税

172億7600万円

中学１年生を対象に、夏休みを利用して、国
語・英語・数学の３教科の復習のための補習授
業を行います（２校モデル実施予定）。

安全安心・まちづくり
学校体育館等における空調設備の
8880万円
設置
避難所となる全区立小・中学校体育館および
生涯学習センター体育館に空調設備を設置しま
す。

防災街づくりのさらなる推進
１億9861万円
木造密集地域の道路拡幅や老朽建物への
対策を加速するとともに、それ以外の地域
でも木造住宅の除却を促進します。

16.9%（16.7％）

基金繰入金

地方譲与税

56億5000万円 5.5%（5.3％）

2億8000万円

歳入

都支出金

0.3%（0.3％）

1022億9000万円

75億4300万円
7.4%（6.7％）

国庫支出金

◀整備後

特別区財政調整交付金

179億1100万円

398億5000万円 39.0%（39.1％）

17.5%（18.0％）

子ども応援フードドライブ

150万円

◀整備前

諸収入
27億1500万円 2.7%（2.1％）

中学１年生の基礎学力向上支援

使用料及び手数料

英語検定受験料補助

371万円

中学３年生を対象に、英語の技能習得に効果
的な英語検定の受験料の全額補助を行います。

70万円

食品ロス削減のための「フードドライブ」と
子ども食堂をマッチングする仕組みを構築する
ことで、地域ぐるみで、食品ロスの削減と子ど
もたちを支える気運の醸成を図ります。

文化・観光
観光アプリの導入

743万円

区内を訪れる外国人旅行者も利用しやすい多
言語の観光アプリを導入します。

奥の細道旅立ち330周年記念事業
2667万円
荒川ふるさと文化館
に「 奥 の 細 道 コ ー ナ
ー」を新設します。ま
た、記念事業の実施の
ほか、町会・商店街そ
の他の地域の力を総結
集して「俳句のまちあ
らかわ」の魅力を発信
します。

19億400万円 1.9%（2.3％）

予備費 3億円 0.3%(0.3%)

諸支出金 1億300万円 0.1%(0.1%)
公債費 22億6100万円 2.2%(1.9%)

議会費 6億2100万円 0.6%(0.6%)

教育費

高齢者福祉

総務費

83億5300万円 8.2%(8.1%)

166億8500万円
16.3%(15.7%)

生まれ変わる区民施設

土木費
60億6400万円
5.9%(5.7%)

産業経済費

33億1200万円

高齢者の自立支援・重度化防止事業
2887万円
の充実

歳出

衛生費

1022億9000万円

3.2%(3.3%)

25億4200万円
2.5%(2.7%)

民生費 584億600万円 57.1%(58.3%)
環境清掃費
36億4300万円
3.6%(3.5%)

荒川総合スポーツセンター
24億5721万円
リニューアル

昼食を挟んだ短時間のミニデイサービスを創
設し、運動・レクリエーションによる健康の維持・
向上を図ります。また、歩行や自宅での入浴に不
安がある方に必要な福祉用具を給付することで、
不安なく自宅で生活できるよう支援します。

新尾久図書館の整備

２億2138万円

区内初の公園内図書館として、誰もが読
書に親しめる快適な環境の図書館を作りま
す（平成32年度開設予定）。

快適で安全なスポーツ環境を整え、多くの区
民に親しまれる施設に生まれ変わります（平成
32年４月開設予定）。

あらかわ遊園リニューアル
平成30年度荒川区議会定例会・２月会議「予算に関する特別委員会」
の総括質疑
の模様をＣＡＴＶマイチャンネルあらかわ
（地デジ11ｃｈ）
で放送します

地域経済活性化

チャンネル

総括質疑とは、区議会の各会派を代表する議員
が、あらかじめ割り当てられた時間内で区長等に
質問をするものです。
期

間

３月４日㈪〜10日㈰

時

間

▶午前９時〜11時
▶午後６時〜８時
※１日に２回放送

問合せ

議会事務局企画調査係
☎内線３６１６

経営力を向上するための設備投資
１億2377万円
補助の拡充
生産性革命のための設備投資への補助を拡充
します。

次世代へのバトンタッチ支援の
619万円
拡充
専門家による出張相談、金融機関・商工
団体等との連絡協議会の設置等、さまざま
な角度から、区内中小企業の事業承継を支
えます。

９億4220万円
アトラクショ
ンを一新し、世
代を超えて魅力
あふれる遊園地
に生まれ変わり
ま す（ 平 成33
年夏開設予定）
。
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期日
︵期間︶

日

はがき・ファクス・電子メール等の記入事項

①事業・イベント名
②〒住所※

●

往復はがきは、返信面に住所・氏名を記入

③氏名
（ふりがな）

●

電子メールは、件名に事業・イベント名を入力

④電話番号

●

指定がない限り、
申し込みは１人
（１グループ）
１枚

宛先は、各記事の申し込み先へ
⑤以降にその他の
必要事項
※ 区内在勤・在学の方は、②で勤務先（住所）・学校名を記入
（各記事に明示）
してください
●

時間

時

会場・場所

所

対象

対

定員

人

内容

内

講師

講

持ち物

持

費用

￥

締め切り

締

申込方法
︵申込先︶

申

費用の記載がない事業は無料です

お知らせ
荒川総合スポーツセンター
の休館に伴う施設予約受付
場所の変更
荒川総合スポーツセンターは、大
規模改修のため３月18日㈪〜平成
32年３月31日㈫（予定）に休館し
ます。これに伴い、施設予約受付の
場所を変更します。
日・所▶３月28日㈭まで…荒川総
合スポーツセンター１階（３月29
日㈮〜31日㈰の予約は不可） ▶４
月１日㈪〜平成32年３月31日㈫…
南千住野球場仮設棟
※詳細は、荒川区ホームページをご
覧ください
問スポーツ振興課スポーツ振興係
☎内線３３７２

東京女子医科大学東医療セン
ター移転後の事業者が決定
東京女子医科大学東医療センター
（西尾久２ - １ -10）移転後に病院
を運営する事業者が決定しました。
事業者 社会医療法人社団正志会
連携病院 日本医科大学付属病院（文
京区千駄木１ - １ - ５）
問生活衛生課管理係☎内線４２１

区民交通傷害保険の加入申
し込みは３月29日㈮まで
申込期限を過ぎると加入できませ
ん。金融機関での申し込みは、３月
15日㈮までです。
引き受け 損保ジャパン日本興亜
申区民課区民交通傷害保険窓口（区
役所３階）☎内線３７８２
承認日：平成31年２月14日

区民保養所予約受付開始日
問い合わせ先

問

電子メールアドレス

◆ホテルグリーンパール那須
利用期間 ９月１日㈰〜30日㈪ 所栃
木県那須郡那須町湯本213
申▶電話…３月10日㈰午前10時か
らホテルグリーンパール那須へ
☎０２８７（７６）２８８３
▶施設予約システム…３月11日㈪
午前０時から荒川区ホームページで
◆ホテルニューアカオ
利用期間 ６月１日㈯〜30日㈰ 所静
岡県熱海市熱海1993-250

申３月11日㈪午前９時からホテル
ニューアカオ東京予約センターへ
☎（５８４６）９１３３
……………………………………
問区民施設課施設計画係
☎内線２５３２

若者のトラブル110番
「悪質商法被害防止共同キャンペ
ーン」の一環として実施します。
日３月11日㈪・12日㈫ 時午前８
時30分〜正午、午後１時〜４時30
分
相談専用電話 ☎（５６０４）７０５５
◆消費生活センターのご利用を
専門相談員が相談に応じます。
日㈪〜㈮ ※㈷等を除く 時午前８
時30分〜正午、午後１時〜４時30
分 対区内在住・在勤・在学の方
所・問消費生活センター（区役所６
階）☎内線４７７

環境審議会

暮らし
成年後見制度相談・説明会
と権利擁護相談
◆司法書士による成年後見相談
日３月12日・26日の㈫ 時午後２
時〜４時
◆司法書士による成年後見制度説明
会（任意後見・遺言編）
日３月20日㈬ 時午後１時30分〜
３時
◆弁護士による権利擁護相談
日３月28日㈭ 時午後２時〜４時
……………………………………
所荒川区社会福祉協議会
申前日までにあんしんサポートあら
かわ（荒川区社会福祉協議会）へ
☎（３８０２）３３９６
ふ（３８９１）５２９０

空き家相談会

日３月13日㈬ 時午後３時〜４時
所サンパール荒川４階第１集会室
人５人（抽選） 内会議の傍聴
申午後２時50分までに、直接会場へ
問環境課環境計画係☎内線４８６

都市計画審議会
日３月25日㈪ 時午後３時〜５時
所区役所北庁舎１階101会議室
人10人（抽選） 内会議の傍聴
申午後２時30分〜２時50分に、直
接会場へ
問都市計画課都市計画担当
☎内線２８１６

あらかわ区報の有料広告
（第１期分）を募集
４ 月 〜 ７ 月 の 毎 月21日
号、 ４ 月11日 号（ 各 ６ 万4500部
発 行 予 定 ） ※ 抽 選 配布方法 新 聞
折り込み（日刊６紙）、広報スタン
ド、希望者個別配付等 ￥▶１号
広告（縦9.6cm ×横11.8cm）…７
万円 ▶２号広告（縦4.5cm ×横
11.8cm）…３万5000円 ※カラ
ーの版下を広告主が作成してくださ
い 締３月７日㈭ ※追加募集する
場合は、荒川区ホームページに掲載
します
申広報課広報係（区役所４階）
☎内線２１３２
掲載予定号

日３月15日㈮ 時午後２時〜４時
所区役所北庁舎１階101会議室
対区内に空き家を所有している・
区内の空き家でお困りの方 人12
人（申込順） 内空き家の相続や登
記・解体等に関する相談（１回30
分程度）
申３月１日㈮〜13日㈬に来所・電
話・ファクスで、４面上段を参照し
①〜④の記入事項と⑤空き家の住所
⑥相談内容を、区役所北庁舎２階防
災街づくり推進課防災街づくり係へ
☎内線２８２６
ふ（３８０２）４１０４

子育て・教育
東日暮里保育園子育て交流
サロンが閉室
東日暮里保育園の閉園に伴い、東
日暮里保育園子育て交流サロンは３
月28日㈭で閉室します。
４月１日㈪から、（仮称）日暮里
保 育 園（ 西 日 暮 里 ２ - ２ - ７） で、
子育て交流サロンを開設します。
問保育課保育管理係☎内線３８２８

入園・入学前に
麻しん風しん予防接種を
対▶１期…１歳児 ▶２期…就学前

政治家の寄附は禁止されています
政治家が、選挙区内の人や団体に対して寄
附をすることは禁止されています。また、第
三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人へ
寄附することも禁止されています。

◀◀明るい選挙のイ
メージキャラク
ター・選挙のめ
いすいくん

ホームページアドレス

HP

禁止されている主な寄附
▶卒業祝い・入学祝い ▶落成式・開店祝いの花輪
▶お歳暮・お中元 ▶地域の行事等への寄附や差し入れ ▶病気見舞い
▶本人が出席しない結婚祝いや香典 ▶葬式の花輪・供花

ルールを守って
明るい選挙

の１年間で、年長児に相当する方
※２期対象者は、３月31日㈰まで
に接種してください
◆１期・２期が未接種または１回の
み接種で18歳以下の方
特別対策用の接種予診票を区内の
協力医療機関に持参すると、無料で
接種できます。
接種予診票の配布 がん予防・健康づく
りセンター２階健康推進課
※協力医療機関は、荒川区ホームペ
ージをご覧になるかお問い合わせく
ださい
問健康推進課健康推進係
☎内線４３３

子ども・子育て会議
日３月12日㈫ 時午後１時30分〜
３時30分 所あらかわエコセンタ
ー２階環境研修室 人20人（当日
の先着順） 内会議の傍聴 申午後
１時30分までに、直接会場へ
問子育て支援課管理調整係
☎内線３８１１

高齢者
スマートフォン・タブレット
相談室
日３月23日㈯ 時午後１時〜２時
30分（受け付けは午後１時まで）
対区内在住で60歳以上の方 人20
人（当日の先着順） 内基本操作に
関する質問・相談 持インターネッ
ト接続が可能な状態の端末機器、筆
記用具
所・問荒川老人福祉センター
☎（３８０２）１６６６

介護
介護予防フットケア講座
日３月10日㈰ 時午後１時〜３時
30分 所荒川老人福祉センター４
階 対区内在住で、おおむね65歳
以上の方 人20人（申込順）
内足の指・爪の手入れ 講足の健康
研究会メディカルフットケアワーカ
ー・御子柴博穂氏 持爪切り、浴用
タオル（手ぬぐい可）２本
￥500円 申ＮＰＯ法人粋と縁
☎０９０（２６５７）０３００

問合せ

選挙管理委員会事務局
☎内線３４１１

有権者の政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止さ
れており、罰則の対象となります。また、政治家名義の寄附を求める
ことも禁止されており、威圧して求めると罰則の対象となります。

政治家への案内状には会費の明示を
実費を伴う行事や会費が必要とされる催しの案内状には、必ず会
費を明示してください。
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日３月９日㈯ 時午前10時〜午後
３時 所荒川たんぽぽセンター

日 ▶ 女 子 ダ ブ ル ス … ４ 月21日 ㈰
（予備日は５月５日㈷） ▶男子ダ
ブルス…４月28日㈰（予備日は５
月12日㈰） 時午前７時〜午後６時
所東尾久運動場テニスコート 対区
内在住・在勤・在学で、15歳以上
の男子または女子のペア（中学生は
不可） 人各50組（抽選） ￥2500
円 締３月17日㈰必着
申往復はがきで、４面上段を参照し
①〜④の記入事項と⑤年齢（参加者
全員分）を、〒111-0032台東区浅
草６ - ６ - ２荒川区テニス連盟へ
☎０８０（５９７７）６８９９

講座
不燃化セミナー
日３月10日㈰

幼児タイムの 参加者を募集

６面へ続く
曜 日
金

定 員
10組

木

各35組

木・金 定員なし
木
30組
木・金 各25組
木
金
木
木・金 各30組
木
木・金
金
木・金

35組
各25組
各30組

電話番号
（３８０５）５３０１
（３８０７）１１３１
（３８０３）０５７１
（３８０６）９９２８
（３８０７）２８８６
（３８９５）６９２３
（３８０５）２８６０
（３８００）２０１１
（３８００）１９８１
（３８９３）２３６２
（３８０９）２５１１
（３８１０）６２１９
（３８０７）６３８３
（３８０１）０７１５
（３８０７）４７２０
（３８１９）６９４５

持

￥

締

申

問

HP

ホームページアドレス

会 場
石浜ふれあい館
南千住ふれあい館
南千住駅前ふれあい館
幼稚園や保育園
幼稚園や保育園に通っていないお子さんと保護者を対象に、親子遊び・体操・読 汐入ふれあい館
み聞かせ・季節行事等を行っています。
峡田ふれあい館
花の木ひろば館
期 間 ４月〜平成32年３月 時 間 午前10時30分〜11時30分
荒川山吹ふれあい館
対 象 満２歳以上の未就学児（４月１日時点）と保護者 ※区内在住の方が優先
町屋ふれあい館
荒木田ふれあい館
費 用 無料
熊野前ひろば館
申込方法 ３月11日㈪〜15日㈮正午までに、希望するひろば館・ふれあい館で
尾久ふれあい館
※定員を超えた場合は、３月15日㈮午後１時に、希望するひろば
西尾久ふれあい館
館・ふれあい館で抽選（区内在住の３歳児以上を優先）
東日暮里ふれあい館
※申し込みは、１館のみ。兄弟姉妹で申し込む場合は、同じ館へ
夕やけこやけふれあい館
西日暮里二丁目ひろば館
問合せ 右表の各ひろば館・ふれあい館へ
西日暮里ふれあい館

ひろば館
ふれあい館

日３月16日㈯
◆ワークショップ「衣裳着人形の技
でカードケースを作ろう」
時▶午前11時〜11時30分 ▶午後
１時〜１時30分 ▶午後１時45分
〜２時15分 人各３人（申込順）
講荒川区登録無形文化財保持者・竹
中温恵氏 ￥500円 申３月１日㈮
から荒川ふるさと文化館へ
◆実演「犬張子」
時▶午前11時〜正午 ▶午後１時
〜２時30分 講荒川区指定無形文
化財保持者・田中作典氏
……………………………………
所荒川ふるさと文化館１階あらかわ
伝統工芸ギャラリー
問荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４

講

電子メールアドレス

障がいのある当事者による
相談

あらわ座〜ワークショップ・
実演の開催

春季男子・女子ダブルス大会

内

問い合わせ先

ト ー キ ョ ー

日３月16日㈯（雨天中止） 時午前
９時30分〜11時（受け付けは午前
９時から） 所荒川自然公園交通園
※午前９時30分〜11時は交通園の
一部施設が一般利用できません
対区内在住・在勤・在学で、小学４
年生以上の方 人40人（当日の先
着順） 問生活安全課交通安全係
☎内線４８９

人

申込方法
︵申込先︶

日３月22日㈮ 時午後６時30分〜
８時30分 ※午後８時30分〜９時
30分に懇親会を開催 所 TOKYO
創業ステーション（千代田区丸の内
２ - １ - １） 人40人（申込順）
￥1500円（懇親会参加者のみ）

日４月〜平成32年３月の㈰（全17
回） 時午前９時15分〜正午 所第
一中学校 対区立中学校特別支援学
級卒業生（予定含む）、または区内
在住・在勤の15歳以上で軽度の知
的障がいがあり、１人で会場に通え
る方 人若干名（申込順） 内クラ
ブ活動（パソコン、音楽、美術、調
理、生花、スポーツ）、校外学習や
水泳等 ※材料費・傷害保険代等が
かかる場合があります 申３月１日
㈮〜８日㈮に生涯学習課生涯学習事
業係へ☎内線３３５５

自転車安全利用講習会

対

締め切り

ファッションビジネスセミ
ナー「自分のブランドを育
てるために大切なこと」

さくら教室

◆展示会
日３月11日㈪〜14日㈭ 時午前10
時〜午後４時（14日は午後２時ま
で）
◆文化教室「さつきの開花前の手入
れ講習会」
日３月12日㈫ 時午後１時〜２時
人30人（当日の先着順） ※さつき
の木を持参した方は、手入れしま
す。参加者に苗木と肥料を差し上げ
ます
……………………………………
所荒川公園展示場（区役所前）
問荒川区盆栽会・石井
☎（３８９２）６１７８

費用

日３月12日㈫ 時・内▶午後３時
〜３時30分…荒川区新製品・新技
術大賞表彰式 ▶午後３時30分〜
５時…セミナー 所サンパール荒川
５階第５・６集会室 対経営者等
人100人（申込順） 内倒産寸前か
らの復活〜下町町工場の挑戦 講株
式会社浜野製作所代表取締役・浜野
慶一氏 申経営支援課経営支援係
☎内線４５９

日▶初心・初級・初中級クラス…３
月29日〜４月19日の㈮（予備日は
４月26日㈮） ▶初中級・中級クラ
ス…３月20日〜４月10日の㈬（予
備日は４月17日㈬） ※全４回
時午後７時〜９時 対15歳以上の
方（中学生は不可） ※区内在住・
在 勤・ 在 学 の 方 が 優 先 人12人
（抽選） ￥5000円 締３月14日
㈭ 申往復はがき・電子メールで、
４面上段を参照し①〜④の記入事項
と⑤希望クラス⑥年齢⑦無料レンタ
ルラケット希望の有無を、〒1160001荒 川 区 町 屋 ３ - ２ - １ -225荒
川区テニス連盟普及部・佐藤晃宏へ
め tennisfukyu@au.com
◆クラス判定・説明会
日３月15日㈮ 時午後７時〜８時
30分
……………………………………
所荒川自然公園テニスコート
問荒川区テニス連盟普及部
☎０８０（１２２４）２８１１

盆栽と早春花展文化教室

持ち物

販路開拓セミナー

利用期間 ４月中旬以降で３年間
対次のすべてを満たす方
▶18歳以上 ▶愛の手帳の所持者
（重複障がいのある方を含む）
▶区内に居住しているまたは区外の
施設を利用中で入所時の居住地が荒
川区にある ▶障害支援区分２以上
で通所事業を利用しているまたは予
定している 人▶男性…１人 ▶女
性…１人 ※選考 申３月１日㈮〜
８日㈮に来所・電話・ファクスで、
４面上段を参照し①〜④の記入事項
を、区役所１階障害者福祉課相談支
援係へ☎内線２６８５
ふ（３８０２）０８１９

春季硬式テニス教室

所

講師

日３月11日㈪ 時午後３時〜５時
所セントラル荒川ビル４階産業経済
部研修室（荒川消防署隣） 対区内
在住・在勤・在学の経営者の方と家
族 人30人（申込順） 内後継者の
実体験等 講株式会社日興エボナイ
ト製造所代表取締役・遠藤智久氏、
東京双和法律事務所代表弁護士・大
宅達郎氏
申経営支援課経営支援係
☎内線４５９

障がい者グループホーム・
スクラムあらかわ入居者募集

１月27日に舞子スノーリゾートで
行われたスキー競技会（回転競技）の
優勝者は、次のとおりです（敬称略）。
▶女子の部…川上真佐子
▶壮年の部…石川忠良
問スポーツ振興課スポーツ事業係
☎内線３３７４

内容

セミナー「親族内事業承継
で会社の未来を描く」

障がいのある方

区民体育大会スキー競技会
の結果

時

定員

「創業したい、お店を始めてみた
い」等、創業について相談すること
ができます。
日第２・４㈬ ※㈷等を除く 時午
後７時〜９時 所ムーブ町屋４階会
議室Ａ ※直接会場へ 対区内で創
業を検討しているまたは創業して間
もない方等
問荒川区中小企業経営協会
☎（６８２１）５６０２

日３月13日㈬ 時▶企業説明会…
午後１時30分〜２時 ▶就職面接
会…午後２時〜４時（受け付けは
午後１時〜３時30分） ※参加企業
は、１週間程度前に下記ホームペー
ジに掲載 所東京芸術センター21
階天空劇場（足立区千住１ - ４ - １）
持履歴書・職務経歴書 託児 ６か
月以上の未就学児（定員あり・申込
順）。申し込みは、３月１日㈮〜８日
㈮に足立区企業経営支援課就労・雇
用支援係へ☎（３８８０）５４６９
問ハローワーク足立事業所第二部門
☎（３８７０）８６１７
ほhttps://jsite.mhlw.go.jp/
tokyo-hellowork/list/adachi.html

スポーツ

日

対象

あらかわ創業伴走サロンを
開設

４月に間に合う
就職応援面接会

◆講演「みんなで取り組む防災もま
ちづくり」
時 午 後 １ 時30分 〜 ３ 時 人60人
（当日の先着順） 講東京大学生産
技術研究所准教授・加藤孝明氏
◆住まいの相談会
時▶午前９時30分〜正午 ▶午後
２ 時15分 〜 ４ 時30分 人 各12組
（申込順） 内建て替え等の住まい
に関する個別相談会 締３月８日㈮
……………………………………
所ムーブ町屋４階会議室Ａ
申防災街づくり推進課防災街づくり
係☎内線２８２９

会場・場所

産業・経営支援

仕事・人材募集

内視覚障がい者、聴覚障がい者、肢
体不自由者による相談
申３月１日㈮から来所・電話・ファ
クスで、荒川たんぽぽセンターへ
☎・ふ（３８０７）８４８３

時間

日３月14日㈭ 時午前10時〜正午
所アクロスあらかわ１階ホール
人30人（申込順）
申３月１日㈮〜13日㈬にはがき・
ファクスで、４面上段を参照し①〜
④の記入事項と⑤年齢を、〒1160003荒 川 区 南 千 住 １ -13-20荒 川
ボランティアセンターへ
☎（３８０２）３３３８
ふ（３８０２）３８３１

申経営支援課産業活性化係
☎内線４５８

期日
︵期間︶

高齢者外出サポートボラン
ティア養成講座

5

6
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佐渡市農業政策課トキ保護係へ
……………………………………
所防災センター４階研修室 締３月
８日㈮
問佐渡市農業政策課トキ保護係
（〒952-0103新潟県佐渡市新穂潟
上1101- １トキ交流会館内）
☎０２５９（２４）６０４０

期日
︵期間︶

日

時間

時

会場・場所

所

対象

対

定員

人

内容

内

講師

講

持ち物

持

費用

￥

締め切り

締

申込方法
︵申込先︶

申

電子メールアドレス
ホームページアドレス

HP

５面「講座」の続き

初めての短歌教室
日３月16日㈯ 時午後１時30分〜
３時30分 所ムーブ町屋４階ハイ
ビジョンルーム 人25人（申込順）
締３月10日㈰
申家庭倫理の会荒川区・高橋へ
☎０９０（６０１２）１７７３

あらかわリサイクルセンター
の工房・教室
◆ガラスの棒を加熱して作るとんぼ
玉
日４月10日・24日の㈬ 対小学５
年生以上の方 人各６人（申込順）
◆電気炉を使ったガラスのアクセサ
リー
日４月17日㈬ 人８人（申込順）
……………………………………
時午後２時〜３時30分 所あらか
わリサイクルセンター
申３月１日㈮からあらかわリサイク
ルセンターへ
☎（３８０５）９１７２

交流都市・佐渡市
「トキ博士になろう」
日３月17日㈰
◆トキ野生復帰セミナー「トキの生
態について」
時午後１時〜１時45分
申往復はがきで、４面上段を参照し
①〜④の記入事項（②〜④は参加者
全員分〈４人まで〉）を、佐渡市農
業政策課トキ保護係へ
◆トキ博士検定試験
時午後２時30分〜３時30分
￥500円（高校生以下は100円）
申込用紙の配布 区役所３階文化交流
推進課、各ひろば館・ふれあい館・
図書館等
申申込用紙・費用を、現金書留で、

３月の健康相談

会 場

種 別
こころの一般健康相談

催し
アクロスあらかわ
ステージ発表会

三河島・山車人形の魅力
「山車祭礼の基礎知識３」

吹奏楽のつどい
日３月10日㈰ 時午後１時30分〜
５時 所サンパール荒川大ホール
※直接会場へ 内区内小・中学生や
社会人等による演奏会
問生涯学習課生涯学習事業係
☎内線３３５５

荒川区文化総合講座
学習成果発表会
◆展示（水墨画・油絵・書道等）
日３月15日㈮〜19日㈫ 時午前10
時〜午後５時（19日は午後４時ま
で） 所町屋文化センター２階ふれ
あい広場
◆実演（囲碁対局）
日３月17日㈰ 時午前９時30分〜
午後４時 所町屋文化センター３階
第１会議室

日３月21日㈷ 時午後１時30分〜
４時30分 所荒川ふるさと文化館
地下１階視聴覚室 対区内在住・在
勤の方 人50人（申込順）
内・講▶祭・山車人形・神話…元明
治大学講師・水谷類氏 ▶天下祭と
山車人形…成城大学非常勤講師・滝
口正哉氏 主催 荒川区文化遺産地域
活性化推進事業運営委員会
申３月１日㈮から荒川ふるさと文化
館へ☎（３８０７）９２３４
イン

中高生俳句バトル i n 開成
日３月24日㈰ 時午後２時〜５時
所開成学園小講堂（西日暮里４ - ２
- ４） 人300人（当日の先着順）
内俳句のディベート対決
出演 俳人・星野高士氏、鳥居真里子

受付時間

４日㈪
13日㈬
18日㈪・22日㈮

午後１時45分〜３時15分
午後１時30分〜３時
午後２時〜３時30分

７日㈭

午後１時30分〜３時

申込み・問合せ

健康推進課
保健相談担当
☎内線４３２

午前９時〜午後５時
午後１時から
午後１時15分〜２時45分
午前９時〜11時
午後１時〜３時

健康推進課歯科担当
☎内線４２３

栄養相談

午後１時30分〜３時30分

健康推進課栄養担当
☎内線４２３

７日・14日・28日の㈭

午前８時30分〜
午後５時15分
検査 13日㈬（予約制） 午前10時〜11時
相談

▶ものわすれ相談（予約制）
期 日
４日㈪
15日㈮

相談時間

日３月27日㈬（小雨決行） 時午後
１時〜４時 集合 JR 日暮里駅北改
札口前 解散 夕やけだんだん
人50人（ 抽 選 ） 締 ３ 月14日 ㈭ 必
着
申はがき・ファクス・電子メール
で、４面上段を参照し①〜④の記入
事項と⑤年齢⑥代表者の氏名・携
帯電話番号（②〜⑤は参加者全員
分〈４人まで〉）を、〒116-8501
（住所不要）荒川区観光ボランティ
アガイドの会事務局（観光振興課
内）へ☎内線４６１
ふ（３８０３）２３３３
め kankou@city.arakawa.tokyo.jp

上野恩賜公園桜観察会
日３月29日㈮（荒天中止） 時午前
10時〜正午 集合 東京文化会館前
（台東区上野公園５ -45） 対区内
在住・在勤・在学の方（小学生以
下は保護者同伴で） 人40人（申込
順） 講樹木医・彦坂雅男氏
申３月１日㈮〜25日㈪に来所・電
話・ファクスで、４面上段を参照し
①〜④の記入事項を、あらかわエコ
センター２階環境課環境推進係へ
☎内線４８２
ふ（５８１１）６４６２

官公署
自動車の移転・廃車手続きを
自動車税は、４月１日時点の車検
証記載の所有者に課税されます。自
動車を譲渡・廃車したときは、３月
29日㈮までに管轄の運輸支局等で
手続きをしてください。
問東京都自動車税コールセンター
☎（３５２５）４０６６

随時

対 象

会場 がん予防・健康づくりセンター地下１階

日４月８日㈪・９日㈫ ※各日とも内容は同じ
時午後１時30分〜３時
内離乳食の話と試食、スキンケア、口の手入れ
持スプーン 申健康推進課栄養担当☎内線４２３

もぐもぐ期（平成30年６月〜８月生まれ）

保健予防課感染症予防
係専用電話
☎（３８０５）９４６７

物忘れが気になる、おおむね65歳以上の方
会場・申込み

午後２時〜３時30分 荒川地域包括支援センター ☎（５８５５）３３２３
午後１時30分〜３時 東尾久地域包括支援センター ☎（５８５５）８５１３

▶難病相談室（予約制）

日３月19日㈫ 時午後１時30分〜３時
人50人（申込順）
内離乳食の話と試食、事故予防、歯の手入れ
持スプーン
申３月１日㈮から、健康推進課栄養担当へ
☎内線４２３

かみかみ期（平成30年３月〜５月生まれ）
日４月16日㈫ 時午後１時30分〜３時
人50人（申込順）
内幼児食の話と試食、遊び方、歯の磨き方
持スプーン、お子さんの歯ブラシ
申３月11日㈪から、健康推進課歯科担当へ
☎内線４２３

荒川区医師会館（西日暮里６ - ５ - ３） ☎（３８９３）２３３１

イヤイヤ期（平成29年１月〜９月生まれのお子さんの母親）

３月16日㈯午後１時30分〜３時
神経難病の方、その疑いのある方
専門医・保健師・相談員等による在宅療養上の医療・福祉・介護相談

日４月８日㈪ 時午前10時〜11時 人30人（申込順）
内親子が健やかに過ごす方法、トイレトレーニング
申３月４日㈪から、健康推進課保健相談担当へ
☎内線４３４

会場・申込み

日時
対象
内容

荒川区観光ボランティアガ
イドと行く「日暮里・谷中
花めぐり」

ごっくん期（平成30年11月生まれ）

随時
８日・15日・22日の㈮
６日㈬
ママの心の相談
14日㈭
歯科衛生相談（３歳未満児） １日・15日・22日の㈮
障がい者歯科相談
26日㈫

エイズに関する相談・検査

氏、櫂未知子氏、仲寒蝉氏、望月周
氏 問文化交流推進課文化振興係
☎内線２５２２

がん予防・健康づくりセンター

期 日

アルコール・薬物依存
症相談
健康相談
母親学級（妊婦）

◆実演（茶道）
日３月17日㈰ 時午前10時30分〜
午後４時 所サンパール荒川４階第
４集会室 ￥200円
◆発表（日本舞踊・歌謡演歌・長唄
三味線等）
日３月17日㈰ 時午前10時30分〜
午後４時30分 所サンパール荒川
小ホール
◆発表（ソシアルダンス）
日３月17日㈰ 時午後０時30分〜
４時30分 所町屋文化センター１
階多目的ホール
……………………………………
問荒川区文化総合講座運営委員会・
鍔本☎（３８１９）８８５８

日３月９日㈯ 時午前10時30分〜
午後３時30分 ※直接会場へ
内手話ダンス、楽器演奏、コーラス、
あらかわを語る講談会
踊り等 ※手話通訳・要約筆記あり
所・問アクロスあらかわ
日３月17日㈰ 時午後２時開演
☎（３８０３）６２２１
所日暮里サニーホール 内「三河
ふ（３８０３）６２２２
島物語」「伝説のボクサー白井義男
伝（完結編）」ほか 出演 女流講談
生演奏で昭和歌謡を歌おう
師・宝井琴桜氏、宝井琴柑氏ほか
￥ 前 売 券1500円、 当 日 券2000円
日３月９日㈯ 時午後３時〜４時
所ジョイフル三の輪会館（南千住１ ※全席自由 チケット販売所 町屋文化
-19- １） 人15人（当日の先着順）
センター、日暮里サニーホール
問あらかわ文化村・瀬野
申 ACC ☎（３８０２）７１１１
☎（３８９１）０２０３

予約制

問い合わせ先

問

区役所の代表番号☎（3802）3111 区民の声 FAX（3802）
6262

No.1647 2019年（平成31年）３月１日号

診療時間

小児科の平日準夜間・休日診療

休日診療当番医

▶㈪〜㈮午後７時〜午後10時 ※受け付けは、午後６時30分〜午後９時30分
▶㈯午後５時〜午後９時 ※受け付けは、午後４時45分〜午後８時30分
▶㈰・㈷午前10時〜午後１時、午後２時〜午後９時 ※受け付けは、午前９時45分〜午後８時30分まで

場所・問合せ

荒川区医師会館1階（西日暮里6-5-3） ☎（3893）1599

※夜間の受け付けは、午後８時30分まで

３月 ２日㈯

３月10日㈰

ＣＡＴＶ

所在地
町屋６−１９−１５
東日暮里５−４５−７
南千住４−７−１
荒川６−７−８
西尾久２−３−２
東日暮里４−２６−７
町屋１−１−９
東日暮里６−４２−５
南千住４−７−１
町屋２−３−７
東尾久６−５−５
東日暮里４−２０−６

☎（３８９３）２３３１
☎（３８０５）６６０１
☎（５２７２）０３０３
☎（３２１２）２３２３

対

人

日曜日柔道整復施術
期 日
３月 ３日㈰
３月10日㈰

［施術時間］▶午前９時〜午後１時 ▶午後３時〜午後７時

施術所名
あらい整骨院
尾久本町通りタムラマ接骨院

番 組 案 内

所在地
東日暮里２−１４−４
東尾久２−４８−７

電 話
（６３２４）３５４７
（５６９２）０８０９

内

チャンネル

地デジ11c h

（番組内容は変更になる場合があります）

11日㈪〜17日㈰

ふち

ク

ス

特 中学校紹介〜諏訪台中学

ポーツ大会
行 区政世論調査の結果

校・第七中学校
行 俳句のまちあらかわ

18日㈪〜24日㈰

25日㈪〜31日㈰

荒川区民交響楽団
荒川区民交響楽団
自殺対策講演会と
第25回定期演奏会（前編） 第25回定期演奏会（後編） ミニライブ（前編）

￥

自殺対策講演会と
ミニライブ（後編）

締

ト

▶あらまるNEXT （区内情報番組）
放送時間 毎日午前６時・８時30分、午後１時30分から
▶あらぶんちょ！（荒川区・文京区・千代田区内の地域情報番組）
放送時間 毎日午前11時、午後２時・５時から

持

ケーブルテレビの申込み・問合せ
▶東京ケーブルネットワーク荒川サービスステーション ☎０８００（１２３）２６００
▶荒川ケーブルテレビ
☎（３８９４）３８８８

締め切り

人権週間事業講演会
▶区からのお知らせ ▶映像ピックアップ
※４日㈪〜10日㈰の放送時間は、正午・午後 「虐待の淵を生き抜いて」
４時から各57分
（後編）

11日㈪〜17日㈰

特 あらかわ杯キンボールス

費用

４日㈪〜10日㈰

25日㈪〜31日㈰

持ち物

１日㈮〜３日㈰

（午後４時・７時から各57分）

18日㈪〜24日㈰

講師

４日㈪〜10日㈰

特 荒川マイスター〜義肢装

▶あ らか わ 情 報 スクエ ア

組

●荒川区医師会
●荒川区歯科医師会
●東京都医療機関案内サービスひまわり＜24時間＞
●東京消防庁テレホンサービス＜24時間＞

荒川区議会放送「平成30
年度定例会・２月会議 予 特 筑波山梅まつり散策バス
具士・臼井二美男氏
ツアー
算に関する特別委員会〜総
行 学びの場がいっぱい〜あ 括質疑」放送のため、
「こ 行 歩車分離式信号機の交差
らかわの教育
んにちは荒川区」はお休み
点の渡り方
します。

▶ウイークリーニュース
▶区からのお知らせ
▶荒川ころばん体操、あらみん体操
▶休日診療当番医
特…特集 行…荒川区行政ナビ

番

問合せ

講
１日㈮〜３日㈰

（午前９時、正午、
午後６時・９時から各57分）

ネ

所在地
電 話
東日暮里１−１９−３ （３８９１）７４７７
町屋２−２−３
（３８９５）８８４５

診療科目 ▶内＝内科 ▶小＝小児科 ▶外＝外科 ▶婦＝婦人科 ▶整＝整形外科
※記載がない診療科目は、東京都医療機関案内サービスひまわりにお問い合わせください

マイチャンネルあらかわ

▶こ ん に ち は 荒 川 区

その他の

電 話
（３８９５）６６０３
（３８０７）８８６６
（５６０４）１５１７
（３８９２）７７７１
（３８００）７１１１
（３８０７）８１３１
（３８９５）１２３５
（３８０７）０２８８
（５６０４）１７１０
（３８９２）３１６１
（３８０９）０５６７
（５８５０）６１６６

期 日
医療機関名
３月 ３日㈰ 渡辺歯科クリニック
３月10日㈰ 宮島歯科医院

内容

３月

医療機関名
小沼医院
はせがわ病院
かどた内科クリニック
竹内病院
宮の前診療所
髙井医院
堀整形外科医院
稲富医院
いなばキッズクリニック
木村病院
鈴木整形外科
やたがいクリニック

所

定員

３月 ９日㈯

時

対象

３月 ３日㈰

科目
内・小
内
内
内
内
内・小
整
内
小
内・外
整
内

15歳未満の救急患者（急な発熱等）

【歯科】 午前９時〜午後４時（電話受け付け）

小児科は、荒川区医師会こどもクリニック（上記）でも診療しています
昼 夜
○
○
○
○ ○
○ ○
○
○
○
○
○ ○
○ ○
○

象

会場・場所

▶夜…午後５時〜午後９時

日

対

日

※受診の際は､健康保険証を持参してください ※当番医は変更になる場合があります。確認のうえ、受診してください ※小さなお子さんは小児科を受診してください

【内科等】診療時間 ▶昼…午前10時〜午後１時、午後２時〜５時

期

妊娠中の方や18歳未満のお子さんに関する相談を24時間受け付けます

時間

荒川区医師会
こどもクリニック

☎０１２０（５３６）８８３

期日
︵期間︶

あらかわキッズ・マザーズコール24

7

ふれ あ い 館の催 し
「クリームパンダのおつかい大作戦！
？」
申込期間の指定がない申込順の事業は、３月１日㈮午前
９時から、来館・電話で各館へ申し込んでください
費用の記載がない事業は無料です

期 日 ３月10日㈰
時 間 ▶午前11時30分 ▶午後２時30分
場 所 アリスの広場
© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

費 用 無料

問合せ 荒川遊園課管理運営係 ☎（３８９３）６００３

時 所サンパール荒川小ホール
人200人（当日の先着順） ￥300円
問はけたコーラス・平井
☎（３８０５）００１０
◆歌声喫茶「なのはな」
日３月23日㈯ 時午後２時〜３時30
分 所町屋在宅高齢者通所サービスセ
ンター地下１階 人50人（当日の先
着順） ￥300円 問寺田
☎０９０（６０３７）２５１５
◆岩手県遠野むかしばなし
日３月27日㈬ 時午後１時〜２時30
分 所町屋区民事務所ひろば館
人25人（申込順）￥500円 申昔話
村 ･ 近江☎・ふ（３８９２）６２６１

問

HP

ホームページアドレス

イベント情報
◆社交ダンス初心者講習会
日３月５日〜26日の㈫ 時午後５時
40分 〜 ６ 時20分 所 尾 久 ふ れ あ い
館４階レクホール 人各10人（申込
順）￥500円 申ティーフォートゥ・
横村☎０９０（９３２５）０７７８
◆ピアノで歌うカラオケ
日３月15日㈮ 時午後１時〜３時
所生涯学習センター音楽室 人５人
（申込順）内プロのピアノ伴奏による
レッスン ￥2000円
申横田☎０７０（５４５０）７０５０
◆コーラス各クラス記念発表会
日３月23日㈯ 時午後０時15分〜４

人25人
（抽選） 締３月20
日㈬
◆ピラティス
日４月９日〜９月24日の
第２・４㈫（全12回）
時午後７時45分〜８時45
分 対20歳以上の方
人18人（抽選） 締３月７
日㈭
西日暮里ふれあい館
☎（３８１９）６９４５
◆成人手芸講習会
日３月20日㈬ 時午前10
時〜午後３時30分 対20
歳 以 上 の 方 人10人（ 申
込順） 内帽子の作成
￥1000円
◆フラ・レッスン
日４月４日〜平成32年３
月19日 の 第 １・ ３ ㈭（ 全
24回 ） 時 午 後 ７ 時30分
〜８時30分 対20歳以上
の方 人40人（申込順）
締▶初心者…３月13日㈬
▶経験者…３月14日㈭〜
20日㈬

電子メールアドレス

費用の記載がないものは無料です

区民の皆さんの自主的な活動を掲載
するコーナーです。お問い合わせのう
え、ご自身の判断で参加してくださ
い。

南千住駅前ふれあい館
☎（３８０３）０５７１
◆高齢者フラダンス
日４月５日〜５月31日の㈮
（全７回）※５月３日㈷・
17日㈮を除く 時午前10
時〜11時30分 対60歳以
上の方 人20人（申込順）
荒木田ふれあい館
☎（３８００）１９８１
◆ソシアルダンスパーティー
日３月10日㈰ 時午後２
時〜４時30分 対60歳以
上の方 人100人（当日の
先着順） 持ヒールカバー
◆介護者教室
日３月23日㈯ 時午後１
時30分〜３時 対中学生
以 上 の 方 人30人（ 申 込
順） 内高齢者に多い病気
と予防方法
◆快眠ヨガ
日４月11日〜９月26日の
第２・４㈭（全12回）
時午後７時30分〜８時30
分 対20歳以上の方

問い合わせ先

※あらかわ遊園は休園中のため、園内は通行できま
せん。迂回してお越しください
※雨天時は、子どもプールの管理棟で握手会を行います

申込方法
︵申込先︶

申

8
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かけがえのない命を守るために
区では平成29年に42人の方の尊
い命が自殺によって失われました。
自分自身や、あなたの大切な人の心
が疲れて、追い込まれそうになって
いたら、ご相談ください。

ふと立ち止まって、確認してください。ひとりで悩んでいませんか。

図書館では関連する本の展示・貸し出しを
行います。
▶区役所１階ロビー
……３月15日㈮まで
▶町屋図書館
……３月20日㈬まで
▲展示の様子
▶南千住図書館
……３月15日㈮〜５月８日㈬

命を守るためにできること
ゲートキーパー研修

自殺予防のための
講演会や各種イベン
ト、区役所１階障害
者福祉課等で配布し
ています。

相談・問合せ

ボ

ン

ド

アット

10代〜30代の女性を中心とした相談機関です。虐待・性被害・自傷行為等の生きづらさ
を抱える方を中心に、面談・メール・電話相談を受け付けています。
電話・電子メールで予約のうえ、お越しください。
相談室

電話相談

日

時 ㈫・㈭・㈰午後２時〜８時

場

所 Bond プロジェクト＠あらかわ（西日暮里２ -18- ３ ６階）

予

約 ☎（６４５８）３７７３ め hear@bondproject.jp

日
時 ㈫・㈭・㈰午後４時〜７時
（６６４８）
８３１８
相 談 先 ☎０７０

電子メール 相 談 先
相談
め hear@bondproject.jp

障害者福祉課こころの健康推進係（区役所１階） ☎内線２３７８

問合せ

保健師

日 ㈪〜㈮ ※㈷等を除く
午前８時30分〜午後５時15分
電話相談
☎（３８０２）５０３１
曜

特別区職員採用試験・選考日程

試験・選考区分
事務、土木造園（土木）、土木造
園（造園）、建築、機械、電気
福祉、衛生監視（衛生）、衛生監
視（化学）
心理

保健師による相談で、
支援機関と連携します。

若者を中心とした支援「Bond プロジェクト＠あらかわ」

特別区人事委員会では、平成31年度特別区職員採用
試験・選考を下表のとおり実施します。実施する試験・
選考区分は未定です。募集人数等の詳細については、後
日区報等でお知らせします。

Ⅰ類
【一般方式】

荒川区こころと命の相談

自殺の危険を示すサインに気付き、適切
な対応ができる人（ゲートキーパー）を増
やし地域全体で自殺予防に取り組んでいま
す。

「こころと命のカード」を配布

採用区分

飲酒量が増えた
自分なんかいない方が良いと思う
死んでしまいたいと思う

夜眠れない。寝ても熟睡できない
食欲がなく、体重が急に減った
今まで好きだったことに興味が持てない

展示
「あなたの命を守るために」

平成31年度

３月は東京都の自殺対策強化月間
月間

▶特別区人事委員会事務局任用課採用係 ☎（５２１０）９７８７
▶職員課人事係 ☎内線２２３３
▶採用試験ホームページ http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm

主な受験資格
申込期間
昭和63年４月２日〜平成10年４月１日に生まれた方（下記「※１・２」
参照）
平成２年４月２日〜平成10年４月１日に生まれた方で、必要な資格・免
許を有する方（下記「※１・４」参照）
３月19日㈫〜
昭和55年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学（短期
大学を除く）の心理学科を卒業またはこれに相当する方（下記「※１・ ４月 ２日㈫
※インターネットは
３・４」参照）
４月４日㈭まで
昭和55年４月２日〜平成10年４月１日に生まれた方で、保健師免許を有
する方（下記「※１・４」参照）

Ⅰ 類【 土 木・
土木造園（土木）、建築
昭和63年４月２日〜平成10年４月１日に生まれた方
建築新方式】
事務、土木造園（土木）、土木造
平成10年４月２日〜14年４月１日に生まれた方（下記「※２」参照）
園（造園）、建築、機械、電気
Ⅲ類
昭和63年４月２日〜平成14年４月１日に生まれた方で、下記「※９」の
障害者選考（事務）
（１）〜（４）のいずれかに該当する方（下記「※２」参照）
６月20日㈭〜
昭和35年４月２日以降に生まれた方で、民間企業等における業務従事歴 ７月23日㈫
※インターネットは
事務、土木造園（土 １級職 が直近10年中４年以上ある方（下記「※２・４・６・７・８」参照）
７月25日㈭まで
※平成32年３月31日㈫時点
木 ）、 土 木 造 園（ 造
経験者
園）
、 建 築、 機 械、
昭和35年４月２日以降に生まれた方で、民間企業等における業務従事歴
２級職
電気、福祉
（主任） が直近14年中８年以上ある方（下記「※２・４・５・６・７・８」参照）

第１次試験日 最終合格発表日
７月29日㈪…
技術系（土木造
園〈土木〉
・土木
造園
〈造園〉
・建
５月５日㈷ 築・機械・電気）
８月５日㈪…
技術系以外
７月29日㈪

９月８日㈰
11月15日㈮
９月１日㈰

※平成32年３月31日㈫時点

※１ Ⅰ類の採用区分は次の方も受験できます
（１）平成10年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学 ( 短期大学を
除く ) を卒業した方（平成32年３月までに卒業見込みの方を含む）
（２）特別区人事委員会が（１）に掲げる方と同等の資格があると認める方（資格・
免許を必要とする試験区分では、必要な資格・免許を有していること〈取得・
登録見込みの方を含む〉）
※２ 「事務」の試験・選考区分は、点字による出題に対応できる方も受験できます
※３ 「心理」の試験区分は次の方も受験できます ※平成32年３月までに卒業（修了）
見込みの方を含む
（１）学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）において、心理学を専修し卒業ま
たはこれに類する学科・専攻・コース等を卒業した方
（２）学校教育法に基づく大学院において、心理学を専攻とする課程またはこれに類
する課程を修了した方
※４ 「福祉」・「心理」・「保健師」の試験区分は、日本国籍を有しない方（出入国管理及び
難民認定法別表第２〈永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者〉に掲
げる在留資格を有する方、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法に定める特別永住者）も受験できます
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前年同月比

（

新聞未購読で、あらかわ区報の個別配付を希望する方は、広報課広報係☎（３８０２）４９５７へ
（荒川区ホームページからも申し込めます）

前月比

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/keitai/

男 97,994人
日本人 女 98,862人
計 196,856人
男
9,281人
外国人 女
9,830人
計 19,111人
総人口
215,967人

人口

６万7000部発行

人口と世帯

※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

住民基本台帳による

（

毎月１日・11日・21日

経験者２級職（主任）は、係長職への昇任を前提とした「係長職を補佐する職」です
経験者の業務従事歴は、満22歳に達した日の属する年度の翌年度の４月１日以降の
期間に限ります。１級職は１つの民間企業等での継続した経験のみが対象（複数の
経験は通算不可）
。２級職（主任）は、１年以上の期間で複数の経験を通算できます
（うち１か所は継続した４年以上の経験を有すること）。「事務」以外の試験・選考区
分は、各職種に関する業務従事歴が必要です
※７ 経験者２級職（主任）の「機械」・「電気」の試験・選考区分は、必要な経験・免状を
有していること（取得見込みの方を含む）が条件です
※８ 経験者の「福祉」の試験・選考区分は、必要な資格・免状を有していることが条件で
す。また、業務従事歴については、必要な資格・免状を有した後の期間が対象です
※９ 受験資格は、以下の（１）から（４）のいずれかに該当する方になります
（１）身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている方
（２）都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている方
（３）児童相談所等により知的障害者であると判定された方
（４）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福
祉手帳の交付を受けている方

︵２月１日現在︶

発 行 荒川区
〒116-8501 荒川区荒川２ - ２ - ３
☎（３８０２）３１１１ FAX（３８０２）６２６２
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※６
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