柳通り

事務所

三ッ目通り

４月区議選 初当選
四月二十六日に執行された墨田区議会議

五月二十六日午前十一時〜都立横網公園

両国慰霊堂 行幸啓

員選挙で２１２６票 ２７位 で当選しました︒
(
)
翌日︑選挙管理委員長が選挙事務所に来ら
れ︑当選証書をいただきました︒６月からは
住居を事務所近くに見つけて︑本所四丁目
町会内に住む議員として活動を始めました︒

内にあります両国慰霊堂にて︑戦後７０年に
あたり︑先の戦争でお亡くなりになられた方
々を慰霊し︑平和を祈念するため︑天皇皇后
両陛下の行幸啓を賜ることになり︑地元区議
会議員として出席ました︒あらためて墨田区
の議員の重さを感じました︒

６月定例会企画総務委員会 質疑・
視察

七月一日︑墨田区議会議員として初めて︑
企画総務委員会で入札等外部審査委員会の
定数について質疑しました︒墨田区の定数は

わせて︑中小河川の舟運活性化事業が行われ

ていますが︑経営が安定するまでは観光対策

の一環として公的助成が必要であると︑十一

第 回かぶと虫とほたる鑑賞の夕べ

七月四日︑押上

月の決算特別委員会で質疑し︑観光課長の答 一丁目のわんぱく

左の写真は千歳中央公園の外壁修繕をして

重度肢体不自由児生

別支援学級の整備︑

行われ︑私は区立特

計画についての質疑が

動計画・
今年度事業

４期墨田区障害者行

協議会が開かれ︑第

区障害者施策推進

十七年度第１回墨田

八月六日︑平成二

墨田区障害者施策推進協議会

来年の開催地福島県へ引継式が行われました︒

間区内各地でイベントが行われ︑閉会式では

全国大会インすみだが開催されました︒二日

六月二十日〜二十一日︑第十回食育推進

第 回食育推進全国大会・
すみだ

が行われました︒

弁で︑対応しますとの答弁でしたので︑平成２ 天国で蛍の鑑賞会

８年度の予算要望書に盛り込みました︒

リーンデーに参加し

所四丁目町会のク

五月二十四日︑本

本所四丁目町会クリーンデー

ました︒きれいな街︑
商店街活性化対策

に取り組んでまいり
ます︒

公衆トイレ対策・公園修繕

本四三ッ目児童遊園公衆トイレは老朽化や

臭いが問題です︒九月定例会一般質問に取り

３名です︒他にインフラスライドについて質疑 あげました︒また︑平成二十八年度予算要望

民間感覚からいうと︑すっきりしない⁝

七月十日に管外視察として︑渋谷区代々木 いただきました︒

京成曳舟駅高架化工事視察

援事業等について質疑しました︒

活介護事業所の整備︑成年後見制度法人支

五月十九日午後︑新議員として早速︑錦 しました︒区民の税金をインフラスライドで として︑区長に提出しました︒各地の区民か
糸町オリナス地下にあります災害備蓄倉庫 同じ公共事業で何度も補正予算を組むのは らの陳情にすばやく的確に対応していきます︒
を視察しました︒左の写真は東京都が備蓄
してある災害救助用物資 ロウソク です︒大
(
)

規模災害時は初日は区で︑２日目以降は都で にあります刀剣博物館を視察しました︒
両国公会堂跡地に平成２９年に移転します︒

七月十三日北十間川にて︑舟運活性化事業

２４

１０

７/４

６/２０

式典終了後撮影

残っていて︑都の隅田川舟運活性化事業に合 からの声を聴いてまいります︒

舟〜スカイツリー駅間の高架化に着手します︒

のきんぎょ舟試乗会が行われ︑試乗しました︒
八月二十二日午前２時過ぎ︑京成曳舟駅の
墨田区・
江東区は江戸時代からの掘割河川が 今後も区内各地を歩いて︑区民一人ひとり 高架化工事を視察しました︒今後区は東武曳

千歳中央公園外壁修繕

８/６

８/２２

災害備蓄倉庫視察

５/２４

7/13 きんぎょ舟試乗会・舟の中
本四三ッ目児童遊園公衆便所

平成２８年 新春
春日通り

5/26
７/１・１０
7/1 企画総務委員会

７/１３

対応します︒十二月定例会で各小学校の備

蓄倉庫・
給水体制について一般質問しました︒

7/10 刀剣博物館視察
舟運活性化委事業・
きんぎょ舟試乗会

災害用濾過装置

浅草通り
本所吾妻橋駅
本所吾妻橋駅

4/26
当選証書授与

5/19

当選万歳
災害救助用物資

平成２８年も、よろしく
お願い申しあげます。

蔵前橋通り

区議会議員 渋田ちしゅう事務所
〒１３０−０００４
東京都墨田区本所４−４−２
ＴＥＬ：０３−５６０８−３３２４
ＦＡＸ：０３−５６０８−３３２５
ＨＰ：www.4buta.net
e‑meil:c̲4buta@yahoo.co.jp
* フェイスブック・ブログ
…ＨＰをご覧ください。
＊政務活動費を公開しています。
趣味：華道小原流教授(雅号：玉秀)
お囃子稽古中
本所四丁目町会 役員
墨田区ラジオ体操連盟会員
墨田区花道茶道連盟会員
大正大学鴨台会埼玉県支部理事
全国若手市議会議員の会ＯＢ会員
勝海舟の会 会員
…渋田ちしゅう プロフィール…
１９６５年 東京都豊島区生
１９８８年 大正大学文学部史学科卒
２０００年 衆議院議員 秘書
２００３年 春日部市議会議員 当選２期
２００８年 埼玉県議会議員 当選１期
２０１３年 参議院議員 秘書
２０１５年 墨田区議会議員 当選１期
区議会 企画総務委員
都市開発・災害対策特別委員
墨田区基本計画調査特別委員
墨田区障害者施策推進協議会委員
議会改革検討委員

平成２８年

一年間の活動報告

渋田ちしゅう

号
新春
区政のアイデアマン

墨田区議会議員

十二月定例会一般質問

十月五日〜七日まで︑ 夏休み期間数回にわたって錦中地区青少年育成会

一般質問をしました︒

錦中地区青少年育成会夏休みパトロール・年末町会﹁火の用心﹂

区議会企画総務委員会 夏休み夜間パトロールを行いました︒錦糸町駅北口周

大規模災害の区職員

)

五月二十一日に︑ 墨田区議会は各常任委員会・

の視察が行われました︒ 辺を中心にゲームセンターなどをパトロールしました︒

対応について︑すみだ

他委員会の質疑傍聴⁝本会議採決 企画総務委員会視察 神(戸市・安城市

特別委員会がダブらないように
錦糸中学校体育祭︑

年末は本所四丁目町会﹁
火の用心﹂
に参加しました︒

錦糸中学校・
本所中学校 体育祭

二十六日に本所中 開会するので︑他の議員は委員会

初日は神戸市長田区の

対策調査特別委員会の傍聴する

判断をします︒下の写真は観光

制度について説明を受け︑で︑リバーサイドホール

は安城市のシンクタンク

を視察しました︒三日目

十一月一日〜三日ま

ついて︑区内商店街の

区内循環バスコースに

北斎美術館の開館後の

十二月一日︑定例会

学校体育祭が台東 の質疑を傍聴して︑質疑内容を

震災後の復興ＮＰＯ団体

私の後ろ姿︑左は区民文教委員

質疑応答をしました︒

にて第６２回墨田区文化祭が開催され︑私も華道の

駐車場対策︑文化祭

決算特別委員会質疑

十月〜十一月にかけて決算

特別委員会が開かれ︑各款別

に分けて平成２６年度決算質

疑を行いました︒決算総括質

いき︑小布施町長表敬訪問︑

間︑長野県小布施町に視察に

早速翌週十六〜十七日の二日

ついてすぐ動くと言いまして︑

の中で︑すみだ北斎美術館に

山本区長に予算要望書を提出

入選作品の活用など⁝

た頑張ります︒

が︑ちょっと下の部分の生けこみ不足でした︒来年ま

作品を出展しました︒小原流の直立型で生けました

安定的な運営について︑

会を傍聴する私の後ろ姿です︒

墨田区文化祭出展

区リバーサイド陸 把握し︑最終日の本会議の採決の

上競技場で開催され︑来賓として出席しました︒

本所中学校・文花夜間中学校文化祭
十月三十一日︑本所中学校︑
すみだこどもまつり

十月三日・
四日︑錦糸
公園で行われたこども

十月二十五日︑墨田五

墨田区内消防団合同訓練

クターが壇上に上がり︑すごい盛り上がりでした︒

全国若手市議会議員の会ＯＢ会 まつり開会式に出席しました︒妖怪ウォッチのキャラ

八月二十七日︑福島県いわ
き市役所で全国若手市議会
議員の会ＯＢ会が開催され

は地元第７分団の皆様の放水です︒

ました︒清水いわき市長は初
丁目運動広場で平成２７
代会長です︒全国の４５歳以上の元若市議の会だった 年度墨田区内消防団合同訓練が行われました︒写真

(

議員・
首長 元議員︶
がメンバーとなっています︒

すみだ北斎美術館 工事現場見学会

九月定例会 渋田議員︑墨田区議会初の一般質問

両国駅北口・
曳舟〜スカイツリー間高架化説明会

十一月三十日︑本所地域

小布施北斎館や町内の北斎
プラザにて︑両国駅北口開
九月九日︑九月定例会一
関連個所を視察しました︒
発の説明会が行われ︑地元
般質問を墨田区議として初
住民から︑厳しい意見がで
横川小８町会連合防災訓練
めて行いました︒街灯ＬＥＤ
ました︒十二月一日雨の中︑
化対策・
交番対策・本四三ッ
十一月十五日︑横川小
墨田中学校にて東武線東
目児童遊園公衆トイレの改
学校にて︑８町会連合防
京スカイツリー〜曳舟間の
修などを質問しました︒区
災訓練が行われました︒防災倉庫のカギの管理や給 高架化説明会が行われ︑住民からは具体的な質問や
長に提出しました来年度の
水体制などについて十二月定例会で一般質問しまし 要望がでました︒二十五日の墨田区都市計画審議会
予算要望にも入れました︒ 十月二十四日︑すみだ北斎美術館工事現場見学会 た︒給水は２キロ圏内で給水体制をとっているとの危
で審議され︑高架化については継続審議になりました︒
が︑地元住民と議員にて行われました︑説明では︑杭
機管理担当部長の答弁です︒
は横浜のマンション方式ではなく︑２９メールの杭を５０
東京都廃棄物埋立処分場見学 本四町会もちつき大会

牛嶋神社祭礼 本所四丁目町会神輿担ぎ

１０/２０〜１１/９

十一月十四日に文花夜間中学

あわの自然学園に４月に初当選した８名含め９議員

八月二十六日︑栃木県鹿沼市にあります︑墨田区

あわの自然学園︑新議員視察 鹿沼市
(
)

は︑まずまず良好ですが︑色が濃い緑色です︒

と参加しました︒水質

の水質調査に子供たち

ふれあい館で北十間川

八月二十一日︑環境

環境ふれあい館・
北十間川水質調査

文化祭に出席しました︒

１２/１

１２/９

１２/６

で視察しました︒老朽化した部分が見られたので︑十

１１/１〜３
小布施駅にて

錦糸町河内音頭踊り

質問しました︒

の人口について

員会で世代別

本計画特別委

日は墨田区基

ました︒

さを実感し

確保の大変

ゴミ処分場

２３区内の いへんなにぎわいでした︒

本入れていて頑丈になっているとのことです︒来年十一 企画総務委員会・基本計画特委
十二月十八日︑江東区青 十二月六日︑本四町会
月二十二日オープンの予定です︒安定した運営につい
十二月定例会企画総務委員会では︑来年七月から
海先にあります︑東京都
もちつき大会に山本区長
て決算特別委員会で質問しました︒
コンビニにてマイナンバーカードの使用が可能になるに
廃棄物埋立処分場を見学 が来られ︑剣道で鍛えた
あたっての忘れ物対策等について質問しました︒二十一
しました︒ 見事な杵つきでした︒た

基本計画特別委員会質疑

一月の決算特別委員会で質問し︑来年度の予算要望

九月十一日︑墨田区議会鉄

決算特別委員会質疑
」１２月定例会企画総務委員会

書に入れました︒

１０/５〜７
１０/２５
１０/２４

８/２６

墨田区議会鉄道立体化促進議員連盟

９/９

小村井香取神社祭礼

９/５

道立体化促進議員連盟が設
立され︑早速私は︑春日部で

聞き︑頑張るとの答弁でした︒

問題があるので区長の決意を

武鉄道がどちらが先なのかの

も高架化の話があるので︑東

９/２０

９/１１

１１/３０・１２/１

１０/３・４

５/２１・２６
１０/３１・１１/１４
本所中学校文化祭

８/２１

8/26

錦糸中学校体育祭

