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。
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区は利用団体等との調整

旧真土小、旧道
灌山中は、三河島

の見直しなども受け旧校舎

旧道灌山中Is値0.32
築50年（1962年建築）

と今後の校舎の取扱いにつ
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Ｂ（Is値0.6未満〜0.39以上）
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真 土 小 学 校 は １ ９ ８ ８ 年︑ 年３月で終了となります︒

区政報告
ニュース
型地震発生予測・被害想定

６月４日(月)

ト壁 には 毎 年ツ バ メが 飛来 し た

弁護士と横山区議が相談をお受けし
ます。秘密は厳守します。お急ぎの場
合は、北千住法律事務所の相談日など
ご紹介します。
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

横 山幸 次

然環境の 破壊にあるこ とは間違い

家屋の減 少などにある ようです︒
いずれに しても最大の 原因は︑自

ラスの増 加︑巣を作り やすい木造

メも数が 減っているよ うです︒理
由は︑餌 や巣作りの材 料不足︑カ

わりまし たが確かにツ バメもスズ

ています ︒ところで愛 鳥週間も終

午後６時〜８時
横山区議事務所

ありません︒

ピンぼけですがツバメの尾羽が見えます

☆裏面 まちづくりを考え
る、区政のお知らせ…

日︵今年は３／２９︶が記録され
☆おなじみのスズ
メとツバメ

☆耐震度ランク
旧真土小Is値0.24
築52年（1960年建築）

かけ ます ︒そ の後 に は︑ コイ

あっ てが ︑多 くの 空 き地 を見

最 近老 朽建 物の 除 却な ども

来る︑防災も踏 まえ たまちづく

あらためて住み 続け ることの出

替えならどうな るで しょうか︒

区だけのようで す︒ 個人の建て

認すると２３区 で荒 川区と墨田

☆住宅密集地につく
られた児童遊園

ンパ ーキ ング とと も に狭 い敷

☆木造密集地と虫
食いのような空き
地も…上は、閉鎖
されたアパート

地に 目一 杯に 建て ら れる ハウ

☆旧ひろば館跡地
の障害者作業所

りのあり方が問われています︒

☆町屋７丁目の特養ホー ☆手前にも住宅が、
ム建設現場
狭い敷地にぎっし
り、狭い角地にも
目一杯の４棟が

スメ ーカ ーに よる 分 譲住 宅が

目立ちま す︒その 要因の

一つに建 坪率が区 内全域

☆母子寮跡地の障
☆川沿いに工場跡地に 害者支援施設
多くのマンション

一律８０ ％に緩和 されて

ことがあ ります︒ 区に確

☆街なかにコイ
ンパーキング

☆町屋ふれあい館
と旧ひろば館…

町屋地域は、川沿いや幹線道路沿いにマンショ
ンなど耐震耐火建築物が建ち改善されています。
しかしその内側は、改善が進んでいません。防
災・福祉のまちづくりに向けた体制強化、住宅
耐震化支援策の拡充など制度の改善が必要です。

対象者 65才以上(基本チェックリストでリスクなしの方）
会場 小学校５校で実施
(第二峡田・第五峡田・尾久西・第二日暮里・第六瑞光）

募集 5月21日付区報に掲載。往復はがき(氏名住所希望学校

区は、小中学生・高齢者・障害者を対象にホイッスルを
７万個を用意します。児童生徒には、学校を通して個別配
布、私立学校の場合、教育委員会で渡すとしています。
高齢者(各町会に協力依頼・区民事務所などの窓口など)
障害者(障害者施設など)で７月から配布する予定です。
地震をはじめとする災害時に自分の存在を知らせたり、
血液型などの情報を入れていくことでいち早
い救助が可能に

などを記入)で申込み。
１校１５名(応募が多い場合は２０名まで受入る。それ以上の
場合は外出する機会が少ないなど生活状況などで決定)。参加
決定者には説明会を開催し、その場で（給食食材実費分一回300
円で1200円)利用料を支払って手続き。
９月〜１２月の月一回１１時〜１３時
【１日のプログラム】（区の保健師・地域リーダー
が担当)
①ころばん体操・せらばん体操②脳トレなど③口
腔講座や栄養講座④児童との会食

２次予防の方(基本チャックリストで生活機能の低下がみられ、
要支援・要介護になるおそれがあると認定された高齢者）には…

なります。

高齢者施設の『お元気ランチ』を
在宅高齢者支援センターなどで、週一回行っています。
チェックリストの結果が地域包括支援センターに集約
されますので、地域包括支援センターの方から、参加の
お声をかけています。 1年間で改善が見られないような
らば、さらに継続するようです。
アルミ製長さ7,7cm直径1,1cm
名前住所・緊急連絡先・血液型や常
備薬、アレルギーなどの情報を書き
込み、ホイッスルの中に入れます。

(あら坊の蓄光シール貼付)
ストラップ：ナイロン製
(反射材・安全装置付)

参加費は直接、施設に食事実費分を支払います。
問い合わせは
高齢者福祉課３８０２−３１１１相談支援係 内線２６７９

