今日もさわやか！
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＜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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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。

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）

東日本大震災から２年

都民の皆さんに知ってもらいたい！

身近な防災対策の点検を！
東日本大震災の発生から、２年が経とうとしています。
政府は復興への対応を加速させていますが、道のりは容易
ではありません。多くの犠牲者の方に哀悼の意を表すると
ともに、いまいちど身の回りの防災対策を点検し、いざと
いうときに備えましょう。
品川区では、発災以降、被災地に対するさまざまな支援
や、区内における防災・節電対策を行ってきました。２５
年度の予算でも防災対策を第一に考えた予算編成を行い
区民の皆さまの安全と安心を確保することにつとめてい
ます（詳しくはウラ面）
。
引き続き、義援金の受付や、住宅の耐震化助成・防災用
品のあっせんなどを行っています。詳しくは区のホームペ
ージをご覧ください。
【耐震化支援事業について】
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000012500
/hpg000012434.htm

３月は東京都自殺防止月間です

こころといのちの相談窓口
東京都では自殺防止に取り組んでおり、この 3 月も、相談体制
を通常よりも拡充します。
――――――電話相談――――――
•東京都自殺相談ダイヤル 0570-087478
3 月 11 日（月）～15 日（金）5 日間とも 24 時間
•自殺予防いのちの電話 0120-738-556
3 月 10 日（日）8 時 00 分～翌朝 8 時 00 分
•54 時間特別相談＜東京自殺防止センター＞ 0120-589-090
3 月 9 日（土）～10 日（日）各日とも 24 時間
3 月 11 日（月曜日）0 時 00 分～6 時 00 分
※昨年度の対応時間（48 時間）より増えました。
•自死遺族のための電話相談
＜全国自死遺族総合支援センター＞ 03-5988-7778
3 月 13 日（水）～15 日（金）10 時 00 分～22 時 00 分
＜グリーフケア・サポートプラザ＞ 03-3796-5453
3 月 9 日（土）～12 日（火）10 時 00 分～22 時 00 分
•多重債務 110 番―多重債務者のための相談― 03-3235-2400
3 月 4 日（月）
、5 日（火）9 時 00 分～17 時 00 分

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：2 月 12 日 検体：給食１食分、牛乳（2 月 12 日）
結果：西五反田保育園＝検出せず、滝王子保育園＝給食 1 食分→検出せず、
牛乳→セシウム 137＝0.82、※検出値は新基準値（牛乳 50Bq/kg）を大幅
に下回っています。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＝給食 1 食分→検出せず、牛乳→セシウム 137＝0.78、※検出値
は新基準値（牛乳 50Bq/kg）を大幅に下回っています。
期間：2 月 4 日 検体：給食１食分、牛乳（2 月 4 日）
結果：大井倉田保育園＝検出せず、大井保育園＝検出せず、平塚保育園＝検
出せず、源氏前保育園＝検出せず、台場保育園＝検出せず

東京消防庁 室内安全セミナー開催
東日本大震災後に実施した東京消防庁の調査では、高い階層ほ
ど家具類の転倒・落下・移動が多く発生していることがわかりま
した。そこで、家具類の転倒・落下・移動を防止する対策を都民
の皆様に知っていただくため、室内安全セミナーを開催いたしま
す。この機会に地震と家具類の転倒・落下・移動防止対策につい
て考えてみませんか。
場所：日本工学院専門学校 蒲田キャンパス３号館地下１階大講義室
大田区西蒲田 5-23-22 （ＪＲ蒲田駅西口 徒歩２分）
日時：３月１０日（日）13：30～16：00（開場 13：00）
講演：東京大学地震研究所教授や気象庁、東京消防庁から室内の
防災について講演を行います。
募集人員：300 名（先着順）定員になり次第締め切ります。
応募方法：E-mail 又は FAX で「室内安全セミナー」宛て、住所・
氏名・年齢・電話番号・参加人数を記入の上、申込みください。
E-mail： tfdinfo@tfd.metro.tokyo.jp
FAX：3213-1478
お願い：会場には、駐車場、駐輪場はありません。電車・バス等
の公共交通機関をご利用ください。

正解はどれだ！？

品川知ってる？クイズ！

品川区の教育の特色といえば、小中一貫校。次のう
ち、実際に行われている教育活動はどれでしょう？

①茶道の授業で礼儀作法を学ぶ
②世の中のお金の仕組みについて学ぶ
③実際に職業体験をしながら仕事に
ついて学ぶ
［前号の答え］品川区の「品川音頭」を歌っているのは都は
るみさんです。「品川音頭」は昭和 53 年に制定され、現在
も区内の盆踊りでは定番の１曲です。ちなみに、品川区に
は「品川甚句」、「品川区民の歌」が制定されています。
区のホームページに楽譜が掲載されているほか、
動画サイトなどでも歌と踊りを見ることが出来ます。
期間：2 月 4 日～8 日 検体：給食１食分（2 月 4 日～8 日）
結果：大間窪小学校＝検出せず、源氏前小学校＝検出せず、
第二延山小学校＝検出せず、後地小学校＝検出せず、戸越小
学校＝検出せず、旗台小学校＝検出せず
期間：1 月 28 日～2 月 1 日 検体：給食１食分（1 月 28 日～2 月 1 日）
結果：杜松小学校＝検出せず、延山小学校＝検出せず、中延
小学校＝検出せず、小山小学校＝検出せず、大原小学校＝検
出せず、宮前小学校＝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

毎月 1 日・15 日発行

区政報告
発行日：平成２５年３月１日（金曜）
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

平成 25 年度 予算案発表
防災対策強化に予算増！
品川区は 2 月 5 日、「平成 25 年度 品川区当初予算案」
を発表しました。新年度の予算は前年度比約 5 億 6,000 万円
増のプラス 0.4％で、3 年ぶりに増額となる予算です。
引き続き、来年度も防災対策の強化の最重要課題とし、
「木密・不燃化・耐震化」「情報発信」「避難所機能の強化」
「浸水対策」「地域連携」に力を入れます。
東京都が策定した「木密地域 10 年プロジェクト」推進のた
め、不燃化特区の先行実施地区において、未接道敷地の取
得や老朽住宅除却費助成などを行うほか、都が事業主体と
なって進める予定の「特定整備路線」に指定された補助 29
号線、放射 2 号線、補助 28 号線の整備推進に合わせた事業
にも取り組みます。
ほか、「品川区長期基本計画」の中間見直しや、4 年間に
わたって取り組んできた 3 つの緊急課題「緊急経済対策」
「総合的な待機児童対策」「高齢期の住まいと安心対策」へ
の対応を実施。さらに、いじめなどの社会問題化を受け、「い
じめ等防止対策」を新規事業として着手する予定です。
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予算特別委員会＜２４年度補正予算＞
予算特別委員会＜歳入・歳出（議会費・公債費～予備費）＞
予算特別委員会＜歳出（総務費）＞
予算特別委員会＜歳出（民生費）＞
予算特別委員会＜歳出（衛生費・産経費）＞
予算特別委員会＜歳出（土木費）＞
予算特別委員会＜歳出（教育費）＞
予算特別委員会＜総括質疑・意見表明・表決＞
本会議＜委員長報告・表決＞

【一般会計 予算】１，３３１億５，４３８万５千円
※前年度比０．４％増。財源は、特別区税の税収見込み、特
別区交付金、徹底した行財政改革、基金の活用などで確保
します。

【主な新規事業】
品川中央公園拡張整備～区役所を中心とした広域防災拠点の整備～
………２１，０００千円
道路空洞調査・補修工事
……… ６，０００千円
災害時情報発信の一元化システム構築
……… ９，０３６千円
若者向け就業支援～区内中小企業に若い力を～
………９５，６８０千円
介護・医療サービス付高齢者住宅等複合施設の開設助成
………５４，１４０千円
子育て交流サロンの開設
……… ３，７８１千円
いじめ等防止対策
………３５，９２４千円
発達障がい者の成人期支援拠点の整備
……… ３，４１７千円
３５歳からの健康診査
………１３，３２０千円

第１回定例会
代表質問・一般質問の概要

しながわファイヤーフェスティバル

２月２０日より、区議会第１回定例会が開かれました。
品川区議会公明党では、以下のとおり代表質問と一般質問
を行いました。

は、防火・防災意識向上のためファイヤーフェスティバルを開催します。

３月１日から７日は「春の火災予防運動」週間です。品川消防署で
日 時： ３月３日（日）10：30～15：30
場 所： 東品川 4-12 品川シーサイドフォレスト ジュネーブ広場
催し物：

【代表質問】
１．行財政改革のさらなる推進について
２．協働の推進について
３．防災対策のさらなる強化について
４．子育て支援の充実について
５．商店街支援について
６．教育の課題について
【一般質問】
１．地方行政の新たな担い手として重要な役割を持つ
ＮＰＯ支援について
２．保育・幼児教育施策について
３．教育のＩＣＴ化について
４．西品川１丁目のＪＴアパート跡地について
５．子どものための防災対策について
６．防災情報の迅速かつ確実な区民への提供について
７．ホームページを利用した広報の拡充について
防災や教育・子育てなど、喫緊の課題解決に向け、施策
の実現につなげてまいります。みなさまのお声をお寄せ下
さい。

・ケーブルテレビ品川「しながわＥＹＥ」メッセンジャーの金井優子さ
んを一日消防署長としてお招きします。（13：00～14：30）
・日立ソリューションズ吹奏楽団による演奏とハイパーレスキュー
隊の消防演技とのコラボレーション（13：00～14：00）
・ハイパーレスキュー隊の特殊車やポンプ車の車両展示
・防火衣着装体験

・津波ミニシアター

・家具類の転倒・落下・移動防止対策キャンペーン
・初期消火・ＡＥＤ体験

・消防少年団募集キャンペーン

※東京消防庁のマスコット「キュータ」のほか、大崎西口商店街の
「大崎一番太郎」と仲間の「ノン子」、地元オーバルガーデンの「オ
ーくん」「バルちゃん」も応援に駆けつけてくれます。

お気軽に､ご意見･ご感想をお寄せください｡
■議会控室：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/

