今日もさわやか！

「あさの新聞」第 38 号
発行日：平成 25 年 1 月 1 日（火曜）
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。

平成 25 年も、皆さんのお声に耳を傾け
施策の実現につなげてまいります！
平成２４年、安心・安全の暮らしを守るため、健康・防災・
子育て・教育・産業など、皆さまの暮らしに直結する課題をひ
とつひとつ解決し、施策実現につなげてまいりました。
新年も、皆さまからの現場の声にしっかりと耳を傾け、施策
の実現を目指してまいります。ご意見・ご感想、お困り事など、
お気軽に品川区議会公明党までお寄せください。
【平成２４年区議会定例会の代表質問】
●今後の区政運営について ●防災対策の強化について
●地球温暖化とエネルギー施策について
●高齢者施策について ●保育園の待機児童対策について
【平成２４年区議会定例会の一般質問】
健康――――――――――――――――――――――
・サイトメガロウィルスなど妊婦の感染症予防について
・健康と生命を守るがん検診の拡充について
・ジェネリック医薬品の活用による医療費抑制について
・軽度外傷性脳損傷（ＭＴＢＩ）について
・女性の健康支援について
・胆道閉鎖症早期発見のための、便の色見本について
防災・安心・安全――――――――――――――――
・品川区民の命を守る防災対策の充実について
・命を守る道路の空洞・陥没調査について
・木造住宅密集地域の不燃化対策について
・障がい者の雇用支援の充実について
・孤立死対策について
・セーフコミュニティ認証の取り組みについて
・自転車の安全対策について
・放射線対策について
教育・子ども――――――――――――――――――
・学校の定期健康診断における脊柱側彎症検診について
・いじめ問題への取り組みについて
・子ども・子育て関連３法について
・産後ケア・子育て支援の充実について
・子どもの歯科矯正について
・児童等の交通安全対策について
・学校トイレの改善について
・不登校対策について
その他―――――――――――――――――――――
・品川区の再生可能エネルギーの活用等について
・コミュニティバスなどの公共交通ネットワークの整備について
・活字文化の復興について
・行政の見える化について
・地球温暖化防止対策について
・フィルム・コミッションの創設について

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：12 月 17 日 検体：給食１食分、牛乳（12 月 17 日）
結果：水神保育園＝検出せず、清水台保育園＝検出せず、二葉つぼみ保育
園＝検出せず、東品川保育園＝検出せず、大崎保育園＝検出せず
期間：12 月 10 日 検体：給食１食分、牛乳（12 月 10 日）
結果：南大井保育園＝検出せず、荏原保育園＝検出せず、東中延保育園＝検
出せず、中原保育園＝検出せず、西大井保育園＝検出せず
※東京都が実施する「児童福祉施設等が提供する給食用食材の放射性物質の検
査」に、品川区は児童福祉施設における一層の安全・安心を確保するため参加
しています。検査結果など、詳しくは品川区ホームページをご覧ください。

＜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＞
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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）

２０１３年は
どんな年？
２０２０年オリンピック開催地決定
９月７日、ブエノスアイレスで行われる
ＩＯＣ総会にて開催地が決定されます。
東京で開催できるよう応援しましょう!!

リニア中央新幹線の
実験線にて一般向けの
有料試乗を開始予定

東京都政施行７０周年
１９４３年７月１日、東京
府と東京市を廃止し東京
都が誕生しました。

ファミリーコ
ンピュータ（任
天堂）発売から
３０周年！

モスクワ 世界陸上
８月１０日～１８日、
ロシアのモスクワで
世界陸上が開催され
ます。

すい星が地球に接近！
3 月にパンスターズすい星が、12
月に ISON すい星が接近。肉眼で
も観測できるほどの明るさになる
と予測されています。
東京ディズニーラ

東京都議会議員選挙

ンド開園から３０
周年！

都議会議員の任期は４年です。
７月２２日の任期満了に伴い、
選挙があります。

参議院通常選挙
参 議 院 議員 の任 期 は６
年です。３年ごとに半数
が改選され、７月２８日
の任期満了に伴い、選挙
があります。
期間：12月10 日～12月14 日 検体:給食1食分
（12/10～12/14）
結果：大崎中学校＝検出せず、浜川中学校＝検出せず、鈴ヶ
森中学校＝検出せず、冨士見台中学校＝検出せず、荏原第一
中学校＝検出せず、荏原第五中学校＝検出せず
期間：12 月 3 日～12 月 7 日 検体:給食 1 食分（12/3～12/7）
結果：上神明小学校＝検出せず、小中一貫校荏原平塚学園＝
検出せず、清水台小学校＝検出せず、小山台小学校＝検出せ
ず、小中一貫校八潮学園＝検出せず、東海中学校＝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

毎月 1 日・15 日発行

区政報告
発行日：平成２５年１月１日（火曜）
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

品川区防災計画(改定素案)に
関する意見をお寄せ下さい
東京都は昨年４月に｢首都直下地震等による東京の被
害想定」を公表しました。品川区での被害想定は、揺れや
火災などによる、建物被害や人的被害があり、多くの避
難者が発生するとされています。
これら被害の最小化を図るため、平成２３年３月１１日
に発生した東日本大震災など、過去の実災害の教訓を踏
まえて 「品川区地域防災計画」を改訂 することとなり
ました。
このたび、素案がまとまりましたので、皆さまのご意見
をお寄せください。
● 段階に応じた防災対策を推進します。
● 新たな被害想定と課題への対策を強化します。
● 自助・共助・公助による災害対策を推進します。
詳しくは、区ホームページ、防災課、区政資料コーナー、
地域センター、図書館で閲覧ができます。

1.14 成人式開催!!
～品川区民憲章３０周年記念～
品川区民憲章は昭和５７年１０月１日に、郷土愛を
育み、住みよいまちづくりや区民の連帯の輪を一層広
げるために制定されました。今年度は制定３０周年に
あたります。これを記念し、品川区成人式が開催され
ます。新成人の皆さま、ぜひお越し下さい。
＜品川区成人式＞
日時：平成２５年１月１４日(成人の日)
（開場）午前１０時３０分
（開式）午前１１時
会場：品川区立総合区民会館 きゅりあん
対象：平成４年４月２日～平成５年４月１日生まれの方
イベントの内容：
・品川区民憲章 30 周年記念式典および品川女学院コンサート
・新成人と恩師の交流
「先生 みんなのこと覚えてますか？」
・「思い出プリント♪」
・立礼式茶席（品川区華道茶道文化協会）
・模擬選挙（品川区明るい選挙推進協議会）
・「地名でビン GO～!!」
【問合せ】総務課☎5742-6624
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品川区議会の新春番組を新春番組をケーブル
テレビ品川の区民チャンネルで放送します。
ぜひご覧下さい。
◆平成 25 年 1 月 1・2・3 日
◆午前 8 時～8 時 20 分、午後 6 時～6 時 20 分
※1 日 2 回、計 6 回放映します。
次回定例会｢第 1 回定例会｣の会期は
平成 25 年 2 月 20 日～3 月 26 日の予定です。
募集期間：平成 25 年 1 月 10 日(木)まで
応募方法などについては、品川区のホームページ
（http :/ /w ww .ci ty/s hinag aw a.t okyo .jp /）「新着情報」
の１２月１１日付の記事をご覧ください。
郵送またはＦＡＸ、持参される場合は意見、住所、氏名、電
話番号をご記入のうえ、防災課（〒140-8715 品川区広町
2-1-36 電話：03-5742-6695 Fax：03-3777-1181）へ、ご
提出ください。
※ いただいた意見の内容や意見に対する区の考え方を
区ホームページでお知らせします。
※ 区民の皆さんから頂いたご意見を踏まえ、品川区防災
会議での審議を経て平成２５年３月頃に完成する予定
です。
他にも、第二次品川区環境計画（素案）・品川区一般廃棄
物処理基本計画（第 3 次・素案）に関する意見を募集してい
ますので、区民の皆さまの声をお聞かせ下さい。

年賀状・その他にて、選挙区の方々
に新年な どの時 候のご挨 拶を申 し
上げるこ とは公 選法で原 則禁止 と
されてお り、控 えさせて 頂きま す
事をお許し下さい。
２０１３年（平成２５年）がスタートしました！
品川区議会公明党では、本年も区民の皆さまお一人お
一人のお声を区政に届けて参ります。
品川区基本構想の３つの理念にありますとおり、
●暮らしが息づく国際都市、品川区をつくる！
●伝統と文化を育み活かす品川区をつくる！
●区民と区との協働で、
「私たちのまち」品川区を
つくる！
ことを目指し、本年も全力で働いて参ります。

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/

