今日もさわやか！

「あさの新聞」

＜下部に給食用食材の放射性物質検査結果を掲載しています＞

品川区 大気中の放射線量
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発行日：平成 24 年 8 月 1 日（水曜）
発行者：品川区議会議員 浅野ひろゆき
配布場所：旗の台駅、中延駅、荏原町駅、
西小山駅（主に平日の朝 8 時頃配布します）
品川区と区議会の情報をお届けします！
※議会の都合などで予定通り配布できない
場合があります。ご容赦ください。
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単位：μSv/h（マイクロシーベルト毎時）

区の職員が、放射線測定器 TCS-172B を使用して測定しています。
区が簡易除染の基準として定めている 0.23 マイクロ
シーベルト毎時を下回っています。 （品川区ＨＰより）

品川区のホームページに
信号のタイミングを修正して、
「音声読み上げ機能」を追加！
事故を未然に防ぐ！
ホームページの文字を音声で読み上げるためには、これ
まではパソコンに読み上げ用のソフトをインストールす
る必要がありました。品川区はホームページのバリアフリ
ー化の一環として、読み上げ用のソフトが無くても、ホー
ムページの右上の「読み上げる」をクリックすれば自動的
に音声で読み上げられる機能を追加して、区民の利便性を
向上させました。

「読み上げる」機能のボタンが追加

＜もしもの時にお役立てください＞
いじめ問題に悩む子どもや保護者が利用できる相談窓口
です。ひとりで苦しまずぜひ話をしてみてください。
「24 時間いじめ相談ダイヤル」24 時間 365 日利用できます

☎0570-0-78310

「子どもの人権１１０番」平日 8:30～17:15 まで

☎0120-007-110
「警視庁ヤングテレホンコーナー」
平日 8:30～20:00 土日祝 8:30～17:00

☎03-3580-4970
「品川児童相談所」平日 9:00～17:00

☎03-3474-5442
「東京いのちの電話」24 時間

☎03-3264-4343
「しながわチャイルドライン」
18 歳まで利用できる、毎日 16 時～21 時

☎0120-99-7777
給食用食材の放射性物質検査結果
【測定項目】ヨウ素 131、セシウム 134、セシウム 137 単位＝(Bq/kg)
------------------------------------------------期間：7 月 23 日 検体：給食１食分、牛乳（7 月 23 日）
結果：二葉保育園、北品川保育園、五反田保育園、一本橋保育園、
東大井保育園＝検出せず
期間：7 月 17 日 検体：給食１食分、牛乳（7 月 17 日）
結果：ぷりすくーる西五反田保育園＝検出せず、八潮南保育園＝
検出せず、中延保育園＝給食検出せず、牛乳 セシウム 134 0.95、
セシウム 137 1.2、東中延保育園＝給食検出せず、牛乳 セシウム
134 1.2、セシウム 137 1.4、西五反田第二保育園＝検出せず
（※検出値は新基準値（牛乳 50Bq/kg）を大幅に下回っています。）

第二京浜国道と補助２６号線が交差する戸越３丁目の
交差点は、歩行者と車両を完全に分離する交差点になって
いますが、補助２６号線を西側から走行する車両は、戸越
３丁目の交差点の信号と、その手前の交差点の信号の両方
が目に入ってしまいます。
戸越３丁目の交差点の信号が先に青に変わってから手
前の交差点の信号が青になるため、ドライバーは戸越３丁
目の交差点が青になった際に、手前の交差点が赤にもかか
わらず、間違えてスタート
をしてしまうケースが多く
見られました。
勘違いとはいえ、危険で
あることに間違いはないの
で、区から警察署に要請し
たところ、手前の交差点の
信号が先に青になるように
タイミングが修正されました。

この数字な～んだ？

品川データクイズ！

「62 カ所」
ここに来れば涼しく過ごせますよ！
ご家庭で節電に努めている方も、
また、お出かけ途中の立ち寄りでも、
お気軽にお越しください。
［前号の答え］２.６１メートルは東京都が発表した被
害想定で、品川区に到達すると想定される津波の高さ。
２.６１メートルはミニバスケットボールのゴールの
高さとほぼ同じです。今春から区内５００個所に設置
されている海抜標示板や区のホームページに掲載され
ている区内標高図で、日ごろから近所の海抜を意識し
ておくと、いざというときの備えにもなりますね。
期間：7 月 17 日～7 月 20 日（1 週間分）
検体：給食 1 週間分（7 月 17 日～7 月 20 日）
結果：浜川中学校、荏原第一中学校、
荏原第六中学校、豊葉の杜中学校、
小中一貫校品川学園、
城南小学校＝検出せず

【問合せ】保育園給食：保育課栄養指導係☎5742－6586
学校給食： 学務課保健給食係☎5742－6829
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毎月 1 日・15 日発行

区政報告
発行日：平成２４年８月１日（水曜）
発行所：品川区議会公明党
住 所：品川区広町２-１-３６議会棟５階

来庁者１０万人を突破！

区役所の日曜開庁をご利用ください
平成２０年に都内の自治体ではじめて、日曜日も開庁
し窓口業務の取り扱いをはじめた品川区。先日、日曜開
庁の窓口利用者が１０万人に到達しました。
年末年始期間などの一部を除き、戸籍や住民票の届出
の受付や証明書の発行などの業務を行っており、平成２
３年７月以降、区民税や国民健康保険料の納付なども取
扱い業務として拡大したこともあり、利用者は年々増加
しています。
日曜開庁利用者のほとんどは２０代～４０代だそう
で、仕事などで平日に来ることが難しい方々に利用して
いただいているようです。日曜開庁のほかにも、火曜日
の窓口業務延長や、身近な地域センターでの事務取扱な
ど、区民の皆さんが利用しやすい区役所を目指します。

身近なあれこれも区政と関係あるんです！①

ホームページ： http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/contact/
広聴窓口： 品川区役所 5 階 広報広聴課
電話： 03-3771-2000 FAX： （聴く丸君）03-3777-8080
手紙： 〒140-8715 品川区広町 2－1－36 品川区役所 広報広聴課
お客様の声のポスト： 区役所 3 階玄関・防災センター3 階玄関・地域
センター（13 カ所）
※住所、氏名が不明なもの、匿名や偽名のご意見、営業目的のもの、公序良俗
に反するもの、個人や団体を誹謗中傷するもの、政治、宗教、思想に関する内
容を含むもの、アンケート調査についてはお答えできません。
※お寄せいただいた「区政に関するご意見」は、個人が特定できないように編集
したうえで、要旨をホームページ等で紹介させていただく場合があります。また、
性別、年代は統計資料として利用する場合があります。

★日曜開庁
時間：午前 8 時半～午後 5 時
場所：区役所本庁舎３階フロア
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu0000032
00/hpg000003164.htm
★火曜延長窓口
時間：午後 5 時～7 時
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page0000119
00/hpg000011867.htm
★大井町サービスコーナー（大井町駅）
★武蔵小山サービスコーナー（武蔵小山駅）
時間：午前 8 時～午後 7 時
土・日 午前 10 時～午後 3 時
※取り扱い業務や開庁時間など詳しくは品川区ホーム
ページをご確認ください。

区政に参加！区長と対話！

「ジャンボのり巻き」～商店街活性化～

タウンミーティングに参加してみませんか？

毎夏、荏原町商店街で行われている「ちびっ子集まれ！
子ども縁日」
。今年は８月２８日に行われますが、やはり
一番の目玉は全長１００ｍを超える「ジャンボのり巻き」
づくり。毎年多くの人が訪れ、品川区や荏原町商店街の
名物になっています。
このような商店街振興はにぎわいのある街づくりを目
指す品川区にとって重要な事業であり、毎年、商業・観
光振興策として予算が執行されています。
平成２４年度予算では、
●プレミアム商品券発行助成
●マイスター店等支援事業の新たな取り組み
●生活密着型小規模商店街元気づくり事業
●都市型観光推進事業
などの事業を行うことを決め、約１億円の予算を割り当
てています。品川区には素敵な商店街が数多くあります。
日々、魅力的な商店街づくりに取り組んでおられる皆さ
んをこれからも応援していきたいですね。

品川区では、
「商店街について」や「まちづくり」など
のテーマを設定してタウンミーティングを毎年開催して
きました。
今年のタウンミーティングは若い世代に対象を絞っ
て、濱野区長と座談会方式で意見交換を行います。若い
世代のみなさん！区長と語り合って品川区をもっと良い
街にしませんか？
日時：８月２１日（火曜日）１９時～２１時
場所：品川区役所
対象：区内在住で、２０歳～３５歳の方２０人（抽選）
内容：区長と座談会方式で意見交換をします
申込方法：８月１０日(金)までに、はがき、郵送、FAX
のいずれかに「タウンミーティング」とし、住所、氏名、
年齢、電話番号、発言したい項目を広報広聴課へ。
〒140-8715 品川区役所 広報公聴課
電話 3771-2000 FAX5742-6870
品川区ホームページの電子申請でも申し込みできます。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu00001710
0/hpg000017053.htm
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品川区まちづくり事業部の
キャラクター：クーちゃん
くじらのクーちゃんは、
品川区内工事の現場での
看板や案内などで活躍し
ています。

お気軽に､ご意見･ご感想をお寄せください｡
■議会控室：品川区広町２－１－３６
品川区役所議会棟５階
■電話：０３－５７４２－６８１７
■ファックス：０３－３７７４－３３６６
■Ｅメール：info@shinagawa-komei.org
■ＨＰ：http://www.shinagawa-gikaikomei.org/

