ん︒３．
の教訓を生かし

いれば役だったはずです︒

すぐ 改善すべ きこと も多く

今回 ︑東日本 大震災 で全

助︵左 囲み︶と 区の住 宅建

あり ます︒危 険家屋 の調査

大 地震は待 ってく れませ

て替え 資金あっ せん制 度の

11

半壊し た区内の 建物へ の補

利子補 給拡充︵ 下囲み ︶が

も必 要です︒ 同時に ︑区の

善が必要です。

実施さ れること になり まし

地域の安全を確保するためいっそうの改

最大 の課題で ある密 集市街

ら手続きの厳格さは必要でが、住まいと

た︒こ こまで９ ヶ月で す︒

煩雑さも原因です。もちろん税金ですか

地整 備事業へ の予算 の重点

増・修築で０〜３件程度です。手続きの

しかし 一部損壊 には︑ 一切

年、建て替え・購入で３０件程度、住宅

配分 が区の姿 勢を示 すカギ

本来有利です。しかし利用実績を見る毎

の支援 はありま せん︒ 住宅

は、利子補給もあり区民の負担が少なく

になりそうです︒

「荒川区住宅建設など資金あっせん」

リフォ ーム助成 を実施 して

東日本大震災で住宅の全壊、半壊の被害を受け、罹
災証明等で確認できる世帯で、住宅の補修や引越しな
どを行った場合に以下の金額(上限)を補助することに
なりました。2011年11月1日現在、住家罹災証明発行世
帯は、全壊(１)大規模半壊（０）半壊（33）で住居人
数は58人です。
申請期限は１月３１日(火）問合せ：福祉推進課
3802−3111内線2614〜2416

住 宅 建 設 ・増 改 築 資 金 あ っ せ ん利 子 補 給 の 拡 大
☆ 住 宅 建 設 ・ 購 入 資 金あ っ せ ん
①1981年5月31日以前建築建物の建て替え利子補給率
年利率 現在０．９％ → 新規 １．２％
※実質本人負担金利は０．７５％程度に
②上記①以外の利子補給率は現行どおりの０．９％
☆ 住 宅 増 ・ 修 築 資 金あ っ せ ん
①外壁、屋根を含む改修に係わる利子補給率
年利率 現行０．９％ → 新規１．２％
※実質本人負担金利は１．８％程度に
②上記①以外の利子補給率は現行どおりの０．９％
（１２月６日から実施 問い合わせは区住環境整備課）

区政報告
ニュース

№ ４４９

２０１１年１２月１１日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６
ﾒｰﾙ arajcp@tcn-cat
v.ne.jp
☆町屋相談室
荒川区町屋５−３−５
℡３８９５−０５０４
ﾒｰﾙ yoko1951@aol.jp
横山幸次区議のホームペー
ジ・ブログをご覧下さい。
「横山幸次」で検索して
下さい。

型ディスカ ウント 店ドンキ ホーテ
が開店し︑ 家電製 品︑海外 ブラン

近くの旧ア アット マートの 後に大

三品 など生活 必需品が 遠のく高 齢

多く の地元商 店が消え ていった こ
とも 見なけれ ばなりま せん︒生 鮮

型店過当競争の結果です︒同時に︑

マー ト︑スギ 薬局など 撤退など 大

ド品︑衣料 品︑化 粧品︑イ ンテリ

者も 少なくあ りません ︒いまが 考
えどきです︒
横山幸次

１２月２ 日に町 屋６丁目 尾竹橋

ア︑寝具︑ 玩具︑ 家庭雑貨 ︑日用
消耗品︑食 品︑酒 ︑自転車 などが

売られて いる︒ ２階に は１０

０円ショ ップの ダイソ ー︑残
りはいろ いろ噂 があり ました

が︑結局ビデオレンタルショッ

プが開店 しまし た︒問 題は︑
営業時間 です︒ いろい ろあり

ましたが ︑ドン キホー テが午

前１０時から翌午前３時まで︑
ビデオ店 は午前 ２時ま での営

業です︒ 回りか らは︑ 夏休み

など子ど も達の たまり 場にな
らないか など不 安の声 もあり

ます︒ま た今回 のドン キ出店

もマルエ ツ︑コ ジマ︑ アット

☆裏面 公園など放射線
測定・除染状況など…

来年1月は、曜日
を変更します…
１月 ６日(金)
午後６時〜８時
横山区議事務所
生活相談は、随時受け付けています。
TEL&FAX ３８９５−０５０４
不在時は、留守電へ、後で連絡します。
区役所控室 ３８０２−４６２７

区内公園の放射線測定と除染状況
公園名
瑞光公園
西日暮里公園
南千住第四児童遊園
瑞光橋公園

0 .97 土入替及び壁洗浄予定

原公園

男女ト イレ雨どい下

0 .75 土入替予定

女子ト イレ裏植込脇

0 .41 土除去及び洗浄予定

今 回 の測 定

0 .23 清掃予定

町屋 六丁目 北児童 遊園 トイレ裏

で︑ 町 屋地 域

0 .49 土入替予定

町屋 六丁目 東児童 遊園 南側入口

の公 園 ︑児 童

0 .68 土入替予定

トイレ雨どい下

遊園 で １マ イ

0 .57 土入替予定

公園北西ニレ の木下

クロ シ ーベ ル

トイレ雨どい下

小中学校・ 幼稚園保 育園の 測

0 .23 土除去予定

定に続いて 公園・児 童遊園 の

町屋五丁目南公園

公園中央

ト／ 毎 時に 近

町屋五丁目北公園

18

カ所 が町屋

北側入口ポール4番目前
0 .80 舗装面清掃洗浄予定
町屋五丁目児童遊園 公園入口側溝脇点字ブロック 0 .49 土除去及び洗浄予定

33

日には 終

0 .59 土除去及び洗浄予定
0 .69 舗装面清掃洗浄予定

16

い数 値 が出 て

0 .33 洗浄・除草済（ 11月3 0日）

町屋三丁目児童遊園 西側入口側溝
北側入口量水器前

いま す ︒除 染

0 .23 土入替済（11月30日）

トイレ雨どい下

カ所中

0 .32 土入替済（11月30日）

ブランコ脇

地点も

0 .41 砂入替済（11月30日）

トイレ雨どい下

多くが遊んでいた場所だけに︑

0 .26 土入替済（11月29日）

砂場

いっそ うきめ細か い測定 と対

尾竹橋公園

排水ます横

策を 求め てい きま す︒

荒木田公園

12

月

荒川八丁目南公園

0.43 土すき取り・洗浄済（11月29日）
0 .95 土入替済（11月29日）

測定が行われ

入り口左側ベンチ脇
町屋七丁目児童遊園 トイレ脇

区は︑０．２３マイクロシー

0.28 洗浄・除草済（11月29日）

了する予定です︒

0.35 土入替・覆土済（11月29日）

公園北側広場集水ます脇

地域内 です︒ちょ っと驚 きで

パーゴラ下（砂地）

ベルト／毎 時以上は 除染基 準

0.23 砂入替済（11月29日）

ではなく︑ あくまで も念の た

砂場

す︒こ の９ヶ月間 子ども 達の

トイレ脇

（11月28日）
土入替後、再測定（11月25日）
0.44 地表 0.26に低減

めにやって いると言 い張っ て

0.23

放射能問 題は︑今 後も長 く

0.25 清掃・除草実施済

滑り台付近

います︒

荒川東公園

入口付近

取り組んで いかなけ ればな り

荒川二丁目公園

広場北東フェンス下

除染方法
土入替済（11月24日）
土入替済（11月30日）
洗浄済（11月30日）
対応検討中
洗浄予定
土入替済（11月25日）
土入替後、再測定（11月25日）
0.55 地表0.27に低減
0.58 土入替済（11月25日）

ません︒行政の基本姿勢をはっ

地蔵堀児童遊園

数値
0.51
0.23
0.23
0.28
0.23
0.81

きりしなければなりません︒

リバーハープ公園
南千住浄水場広場

除染地点
北側部分の東側植込
公園中央
遊園東側
公園中央(芝生)
東側入口
西側けやき下
排気口周辺柵の南側

※数値は、いず れも地表面、マイクロシーベルト／毎時の値
表内の太字部分は、町屋地域です

300円
明器具

●家庭ゴミで一辺の大きさが３０㎝角以上のものが粗大ゴ
ミです。
(例)・家具・ふとん・家電製品（テレビ、洗濯機及び衣類
乾燥機、冷蔵庫及び冷凍庫、エアコン、パソコン除く）な

ビデオデッキ 電気掃除機 電子レンジ
ワープロ オーディオ機器 ガステーブル

扇風機
換気扇

照
こ

たつ ストーブ（ファンヒーターを除く） 箱物家具（幅と高さの
合計135cm以下） テーブル・座卓（最大辺100cm未満） いす
（ソファーを除く） こたつ板 ふとん ブラインド ゴルフ用品
サーフボード

スキー板 自転車（16インチ未満）

衣装箱

建

ど。

具（アルミサッシ、ガラス戸を除く）子ども遊具（ブランコ、滑
り台を除く） 乳児用具 （ベビーベッドを除く） 米びつ

●収集は有料で、お申込みが必要です。申し込み時に料金

600円

を教えてくれます。 （右一覧を参考にして下さい）
●［粗大ごみ受付センター］5296-7000

月〜土曜日午前８

未満）ソファー1人用ベビーベッド

時〜午後７時まで
●インターネット申し込み
日曜・祝日24時間
さい。

アドレスは

粗大ゴミ受付センターで検索して下
http://sodai.tokyokankyo.or.jp/

●荒川区粗大ごみ処理券を[処理券取扱所］の表示のある商
店、コンビニなど
●ゴミ出しは…

スピーカー（1個） ミシン（卓上式）ストーブ（ファ
ンヒーター） プリンター 湯沸器 カラオケ 箱物家具（幅と
高さの合計135cmを超え180cm以下）テーブル・座卓（最大辺150cm

コ、滑り台）

いて粗大ごみの正面目立つところに貼る。
指定された収集日の朝８時までに自宅
前かマンション粗大ごみ置き場へ。
●手数料の減免
天災被害を受けた方・生活保護受給・児童扶養手当受給
・老齢福祉年金受給等の方

アコーディオンカーテ

物干し台

たたみ半畳

900円

食器洗い乾燥機 風呂釜 ガスオーブン 箱物家具（幅
と高さの合計180cmを超え270cm以下） テーブル・座卓（最大辺1
50cm以上）

ごみ処理券に名前を書

敷物

ン ぶらさがり健康機 ローイングマシーン 水槽 自転車（16イ
ンチ以上） 建具（サッシ、ガラス戸） 編み機 遊具（ブラン

机（両袖机を除く）

シングルベッド（ベッドマッ

トを除く） 鏡台 ベッドマット ウッドカーペット（6畳以上）
サイクリングマシーン 洗面化粧台 浴槽 たたみ（1畳）

1,600円

ステレオ（ミニコンポを除く） ミシン（卓上式を
除く） 箱物家具（幅と高さの合計270cm〜360cm未満） ソファー
2人以上用 ダブルベッド（ベッドマットを除く） オルガン ラ
ンニングマシーン

2,200円

ホームサウナ 箱物家具（幅と高さの合計360cm以上）
両袖机 卓球台

