今日もさわやか！
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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、
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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。

20 代～40 代の男性へ！風しん緊急対策！

妊婦の夫への予防接種を全額助成します！
昨年１０月以降、
「先天性風しん症候群」の患者は全国で６
人(３月６日現在)の報告がありました。風しんは昨年から流
行の兆しを見せはじめ、今年に入ってからも多くの患者数が
報告されています。
「先天性風しん症候群」とは、風しんに対する免疫をもた
ない女性が妊娠初期に風しんに感染し、風しんウイルスが胎
児に感染することにより、赤ちゃんに、白内障や先天性心疾
患、難聴を主症状とする障害を起こす病気の総称です。
風しんは特異的な治療法がないことから、ワクチンによる
予防が最も重要となっていますが、妊娠中は風しんの予防接
種ができません。そのため、パートナーや同居者が予防接種
を受けることで、感染予防に努めることがとても大切となっ
ています。
現在の流行は風しんワクチンを接種したことがない、ある
いは不明の２０～４０代の男性を中心に多くなっていますの

品川区プレミアム商品券発売！
品川区では、４月１５日より商店街振興と景気対策を
図るため、１０％のプレミアムがついた区内共通商品
券を商店街連合会と連携して販売します！
販売開始日：平成２５年４月１５日（月）
※売り切れ次第終了
使用期限：平成 25 年 8 月 31 日（土）
販 売 額：3 億円（3 万冊）※額面総額 3 億 3 千万円分
販売単価：1 冊、10,000 円
※500 円券 22 枚綴り、11,000 円分
※一人 5 冊（5 万円）まで購入可能
購入できる方：区内在住、在勤を問わずどなたでも、
購入できます
販売場所：区内 42 郵便局、区内商店街、
品川区商店街連合会事務局
商品券を利用できるお店など詳細は、品川区商店街連
合会ホームページをご覧下さい
http://shoren.shinagawa.or.jp/ TEL 5498-5931

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：3 月 18 日 検体：給食１食分、牛乳（3 月 18 日）
結果：中延保育園＝検出せず、南ゆたか保育園＝検出せず、
西五反田第二保育園＝検出せず
期間：3 月 11 日 検体：給食１食分、牛乳（3 月 11 日）
結果：ゆたか保育園＝検出せず、北品川第二保育園＝検出せ
ず、三ツ木保育園＝検出せず、ぷりすくーる西五反田＝検出
せず、八潮南保育園＝検出せず

＜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）

で、この年代の方は特に注意が必要です。
風しんワクチンの接種は昭和５２年から開始されました
が、当時は中学生の女性のみを対象に行われていました。平
成７年からは男女とも接種対象になりましたが、現在の２０
代後半～３０代前半の接種率が低かったため、患者の多くが
２０代～４０代の男性であると考えられます。
緊急対策として、以下の方は予防接種費用の全額助成が受
けられます。パートナーと赤ちゃんを守るためにも、予防接
種を受けてください。
-----------------------------------------------------【助成対象】１９歳以上の方で、妊娠している女性の夫
（原則として、風しんにこれまで罹患したことがなく、また、
風しんの予防接種を受けたことがない方に限ります。）
【助成期間】平成２５年９月３０日まで
※詳しくは品川区ホームページを
ご覧ください。
【問合せ】品川区保健所保健予防課
電話：5742-9152

正解はどれだ！？

品川知ってる？クイズ！

品川区のイメージアップを図るため１９９１年に制
定された「品川ストライプ」。イメージアップを推進す
るため３つの目標を掲げています。
「①サービス精神 ②チャレンジ精神」
さて、もうひとつは次のうちどれ？

①新感覚 ②創意工夫 ③情熱
［前号の答え］ 区の予算（２３年度）のうち、一番多くの割
合を占める費目は「民生費」です。「民生費」は生活保護
や、高齢者・子どもなどの福祉のために使われる費用で、
歳 出 の 43.6 ％ を 占 め て い ま す 。 ち な み に 、 教 育 費
（18.7％）、土木費（11.8％）と続きます。区では、区
民の皆さんの意見を反映し、無駄のない、バランスの
とれた予算編成を行っていきます。
期間：3 月 11 日～3 月 15 日 検体：給食１食分（3 月 11 日～3 月 15 日）
結果：第三日野小学校＝検出せず、第四日野小学校＝検出せ
ず、鮫浜小学校＝検出せず、山中小学校＝検出せず、小中一
貫伊藤学園＝検出せず
期間：3 月 4 日～3 月 8 日 検体：給食１食分（3 月 4 日～3 月 8 日）
結果：三木小学校＝検出せず、御殿山小学校＝検出せず、城
南第二小学校＝検出せず、第一日野小学校＝検出せず、小中
一貫日野学園＝検出せず、芳水小学校＝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４月１日（月曜）
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
品川区予算が成立！

３月２６日の品川区議会第１回定例会本会議で、
平成２５年度予算が賛成多数で成立しました。
平成２５年度一般会計予算は、前年度比０．４パ
ーセント増で３年ぶりに増額となる予算です。一般
会計予算総額は 1,331 億 5,438 万 5 千円となりまし
た。
昨年に引き続き、区民の安全・安心を守るため、
防災対策の強化を最重要施策に掲げ、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全
安心の３つの緊急課題に継続的に取り組むものと
なっています。
特に防災対策の強化については、学校避難所等の
非構造部材の耐震点検、木密地域１０年プロジェク
トとの連携などによる不燃化施策の充実、道路下の
空洞調査、災害情報発信一元化システムなど、より
総合的かつ、災害に強い強固な社会基盤の構築を目
指した防災施策が盛り込まれました。
そのほか、緊急経済対策として品川区プレミアム
商品券の発売、待機児童対策として私立保育園・認
証保育所の新規開設支援、高齢期の住まいと安全安
心のための特別養護老人ホーム整備などの施策が
進められます。
なお、３月１８日に行われた予算特別委員会総括
質疑では、前述の防災対策に加え、子ども・子育て
会議の設置と支援事業計画策定のためのニーズ調
査の実施、インフルエンザおよびＢ型肝炎ウイルス
ワクチン予防接種への公費助成、バリアフリー化の
推進などについて区に見解を求めるとともに、充分
な対策を実施するよう求めました。
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今後の区議会スケジュールは…
平成２５年第１回臨時会
５月２８日（火）
平成２５年第２回定例会
６月２７日（木）～７月１１日（木）
区議会ホームページで、本会議の代表質問、一般質問、区長の
施政方針および予算特別委員会、決算特別委員会の総括質疑の
様子などが見られます。品川区議会ホームページから「インタ
ーネット録画中継」を選んでください。

津波避難ビル第１号の
協定を締結しました
品川区は、区内第１号となる「津波避難ビル」に関
する協定を株式会社新日比谷ビルと締結しました。
今回「津波避難ビル」として使用に関する協定を結
んだのは品川区南大井の立会川河口部に隣接する物件
です。
東京都の地震被害想定（昨年４月発表）では、立会
川河口部に２．６１メートルの津波が襲来すると発表
されました。立会川河口部には３．５メートルの防潮
堤があり、もしも被害想定通り
の津波が来ても浸水しない見込
みですが、想定外の事態に備え
て「津波避難ビル」の指定を行
っています。今後も民間施設な
どと協力して、防災対策の強化
に努めていきます。

４月６日～１５日

春の全国交通安全運動
子どもの交通事故を防ごう！
子どもの特性として、次のことが挙げられます。
●一つのことに注意が向くと、周りのことが目に入らなくなる
●ものごとを単純に理解しがち ●大人のマネをしたがる …
小さいうちから、具体的に道路での危険な行動や交通ルール・
マナーについて繰り返し教え、大人の真似ではなく、自分自身
で危険なことの判断や、なぜ交通ルールやマナーを守ることが
大切なのかを理解させ、「自分の命は自分で守る」ことを身に
付けさせましょう。
<歩くときの約束>
1.道路を渡るときは横断歩道を渡ろう。
2.信号が赤のときは止まろう。青のときでも歩行者に
気がついていない車もあるよ。右と左をよく見て、車
が止まったのを確かめてから渡ろう。
3.道路を横断中も、右と左をよく見て、車が来ていない
かを確かめよう。
4.道路や車のそばでは、絶対に遊ばないようにしよう。
5.道路には飛び出さないようにしよう。

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/

