今日もさわやか！
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定期的に検診を受けて早期発見

１０月は乳がん月間です！
東京都の女性の乳がんによる死亡率は、都道府県別
でみると高くなっています。乳がんは早期発見により
多くが治癒できます。そのため、定期的に検診を受け
ることが大切です。東京都では、乳がんの死亡率低下
を目指し、１０月の乳がん月間を中心に、乳がんの早
期発見を啓発する「ピンクリボン運動」を実施します。
その他に、区が行っている「がん検診」
■胃がん検診（40 歳～）年 1 回（自己負担 1,200 円）
■肺がん検診（40 歳～）年 1 回（無料）
■大腸がん検診（40 歳～）年 1 回（無料）
■喉頭がん検診（40 歳～）年 1 回（自己負担 500 円）
■前立腺がん検診（55 歳～/男性）
（自己負担 500 円）
詳しくは
健康課保健衛生係☎５７４２－６７４５

10 月 10 日は銭湯の日！

ラベンダー湯を実施します
一日の疲れを癒し、明日への活力を生む入浴。区内
の銭湯は多くの方々の憩いの場となっています。
10 月 10 日は「銭湯の日」
。銭湯の日を記念して、
都内の銭湯で「ラベンダー湯」を実施します。
ラベンダーは紫色の花をつける香りのよいハーブ
で、心身のリラックスや免疫力の向上などの効能が知
られています。東京都浴場組合では、北海道富良野で
有機栽培されたラベンダーの花茎を使用して、ラベン
ダー湯を実施します。
銭湯の大浴場で、ご家庭のお風呂では味わえない気
分を楽しんでみてはいかがですか。
※構造上ラベンダー湯を実施できない浴場がありま
す。また、銭湯によっては実施日が異なることがあり
ます。詳しくは各銭湯にお問い合わせください。

給食用食材の放射性物質検査結果
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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）

旗台小学校通学路の交差点の
安全対策が前進！
旗台小学校は大田区との境界近くにあり、大田区側から
は下り坂になっています。特に旗台小学校の南東角の交差
点は大田区側（写真右側）からスピードを出した自転車と
の交通事故が絶えず、重傷を負ったケースもありました。
標識、カーブミラーなどの対策に加えて、道幅が狭く感
じる道路標示や交差点内の赤茶色舗装などを施しました
が、この交差点の東側
の交差点についても、
同じように対策の要望
が届いています。
自転車のマナーが
悪く、交通事故が増
えているので、交差
点の通行にはくれぐ
れも気を付けてくだ
さい。

正解はどれだ！？

品川知ってる？クイズ！

品川区にある大井競馬場で１１月８日に開催される
「品川区長賞レース」のレース名を募集し、先日愛称
が決定しました。さて、次のどれでしょう。

①スマイルシティ品川
②しながわメイプル
③かがやきタウン品川
［前号の答え］ 区民が健康について学べる「健康大学し
ながわ」の受講者グループが発案した健康体操は「品がら
体操」です。メタボやロコモ（寝たきり）を防ぐことを目的
とした、普段の生活の中で何かを“しながら”できる体操
です。
期間：9 月 9 日～9 月 13 日 検体：給食１食分

【測定項目】ヨウ素 131、セシウム 134、セシウム 137 単位＝(Bq/kg)
------------------------------------------------期間：9 月 9 日 検体：給食１食分、牛乳

結果：宮前小学校＝検出せず、源氏前小学校＝検出せず、第

結果：滝王子保育園＝検出せず、荏原保育園＝検出せず、南

期間：9 月 2 日～9 月 6 日 検体：給食１食分

大井保育園＝検出せず

結果：延山小学校＝検出せず、中延小学校＝検出せず、小山

期間：9 月 2 日 検体：給食１食分、牛乳

小学校＝検出せず、大原小学校＝検出せず

結果：西五反田保育園＝検出せず、台場保育園＝検出せず、
源氏前保育園＝検出せず

二延山小学校＝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
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第３回定例会はじまる
平成２４年度決算を審議
9 月 19 日から 10 月 21 日まで、品川区議会第 3
回定例会が開催されています。
本会議や常任委員会・特別委員会の他、平成 24
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平成２５年第３回定例会は９月１９日（木）
～１０月２１日（月）です。

----------------------------------------------------------本会議、常任・特別委員会は誰でも傍聴することができま
す。傍聴を希望される方は、区議会事務局（区役所総合
庁舎議会棟４階）で傍聴券の交付を受けてください。
議会での一般質問の様子などの録画中継が、区議会ホ
ームページでご覧いただけます。

一般質問：つる伸一郎
1.複式簿記・発生主義会計の新公会計制度導入に
ついて
2.食物アレルギー対策について
3.障がい者施設における工賃向上に向けた

年度各会計決算について審査をする決算特別委員

取り組みについて

会が行われます。決算特別委員会では、会計決算に

一般質問：こんの孝子

ついて審査が行われ、10 月 16 日の最終日には各会

1.産後ケアの強化による子育て支援の拡充に

派から意見が表明され、採決されます。昨年度の予

ついて

算編成や事業について慎重に審査し、よりよい区政

2.いじめ・不登校等対策について

に活かしてまいります。

3.買い物弱者支援と地域コミュニティについて

また、9 月 19 日・20 日には本会議が行われ、品
川区議会公明党は一般質問を行いました。概要は右
記の通りです。

地震に関する地域危険度
調査が発表されました
東京都は、地震に対する建物倒壊、火災、総合の 3 つ
の危険度を町丁目ごとに測定し、5 段階にランク分けし
た「地震に関する地域危険度測定調査」の結果を発表し
ました。

4.放射性物質検査の強化について
今後も区民の皆さんの声を区政に反映できるよ
う、頑張ってまいります。

都道４２０号線の名称が
「城南通り」に
主要道路の新たな名称を議論していた東京都の
検討委員会が、道路の通称案を発表しました。
品川区の八潮交差点と板橋区仲宿交差点を結ぶ、

この調査は、東京都震災対策条例に基づき、おおむね

都道 420 号線（鮫洲大山線）は、検討対象の候補路

5 年ごとに実施しており、7 回目となる今回は、都内の

線となっていて、委員会での検討の結果、この度「城

市街化区域の 5,133 地域(町丁目)について、各地域にお

南通り」とする案が発表されました。都道４２０号

ける地震に関する危険性を測定しました。東日本大震災

線の主な通過地となる品川区・目黒区・世田谷区を

を受けて液状化の影響を見直したほか、新たに災害時の

含む呼び名として、江戸城の南を指す「城南」があ

避難や消火・救助などの活動の困難さを考慮した結果と
なっています。
品川区のうち、総合危険度が最も高い「ランク 5」と
評価された地域はありませんでしたが、
「ランク 4」とさ

り、これが通称に採用された形です。
なお、名称は年内に正式決定し、来春以降には道
路標識などが整備される予定です。

れたのは、大井２丁目、北品川２丁目、小山２丁目、小
山６丁目、戸越４丁目、中延２丁目、中延５丁目、西品
川２丁目、旗の台４丁目、東中延２丁目、二葉３丁目、
二葉４丁目、南品川１丁目、南品川５丁目、豊町４丁目、
豊町５丁目、豊町６丁目の 17 地域でした。
木造密集地域の解消や、建物の耐震化、地域防災組織

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

の活動推進など、被害を最小限に食い止める施策を進め

■Ｅメール：info@shinagawa-komei.org

てまいります。

■ＨＰ：http://www.shinagawa-gikaikomei.org/

