☆☆ 品川区イズ ☆☆

第１節

◇自転車走行の方法 ？？
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※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています
高橋 しんじ

◇道路交通法改正、周知徹底を

○か×でお答えください。
①自転車で歩道を走行している際、歩行者が
邪魔であったことからベルを鳴らして道
を譲らせた。
② 交差点を右折する場
合は、対面する信号機
が青色を表示していれ
ば、1 回の動作で右折
することができる(右図）
（警視庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより）
◎難易度☆☆
☆６月 25・26 日に第２回定例会本会議が開催
されました。各 20 分ずつ計 11 人の議員が一
般質問をしました。私は一般質問の順番では
ありませんでした。今号と次号で他の議員の
質問（一部）をご報告します。Ｑ
Ｑ:他の議員
の質問 Ａ:区側答弁 ☆:私のコメント

6/1 に改正道交法が施行された。自転車
ﾏﾅｰ、特に高齢者へのﾏﾅｰ向上を進めよ。
14 類型＝飲酒運転（５年
以下の懲役又は 100 万円
以下の罰金（酒酔いの場合））
・信号無視・
一時不停止・遮断踏切立入り・車道の右側
通行・携帯電話使用運転・傘差し運転・イヤ
ホーン等使用運転・ 夜間の無灯火運転・ブ
レーキ不良自転車運転・２人乗り運転（16 歳
以上の運転者が幼児用座席に６歳未満の
幼児の乗車は可）
・並進通行（「並進可」の
標識がある道路では２台まで横並びの通
行可）・歩道での歩行者妨害（歩
行者の通行を妨げるときは、一
時停止しなければなりません）

キーワード
Ａ：広報紙やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、各種交通安全事業で周
知を図っている。高齢者向けの交通安全教室
開催や広報紙で普及を図っている。今後も警
察と連携していく。また、昨年度から自転車
利用ｷｬﾝﾍﾟｰﾝや親子自転車安全教室等、新た
な事業を立ち上げ、啓発を進めている。
☆「危険行為」は 14 類型（ｷｰﾜｰﾄﾞ参照）。違反す
ると『赤切符』を切られる
⇒３年間に２回⇒受講対
象。この講習は、３時間、
5700 円。ﾃｽﾄやﾙｰﾙの
学習をします。受講しない
場合は、5 万円以下の罰金。
自転車の正しいﾙｰﾙを学ぶ機会は、少なく、
自転車の危険行為による歩行者の死亡事故も
起きています。道交法の周知徹底は、警視庁の
管轄ですが、身近な区の役割は大きく、連携し
てﾏﾅｰ向上に努める必要があります。
また、自転車が歩道を走行す
る場合や、車道を安全に通行で
きるようにｶﾗｰ化を進めていくこ
とを求めていきます。
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☆過去の『区政報告』が HP でご覧になれます。
☆『区政報告』への感想をぜひお寄せ下さい。
☆『区政報告』をお店の片隅に置かせて下さい。

◇路線バス拡充でも利便性が図れ
ない地域への方策は？
Ａ：区内の公共交通網は充実してい
ると考えるが、区は、移動経路の
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化、安全対策、福祉ﾀｸｼｰ
利用支援等を行ってきた。

高橋しんじプロフィール

平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58票差）のご支持を頂き、現在３期目。若草幼

稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、早実高、
早大（政経学部政治学科 専攻は地方行
政）
・同大学院博士課程で学ぶ。東大研究員、
塾などを経て、教師（早実高、都立日比谷高・
青山高・大森高）。軟式野球ルーキーズ監督。
平成 19 年初当選（2541 票）、平成 23 年 5232
票（１位）。

『議員力検定１級』合格
☆初心を忘れずにガンバります！
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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！
☆ご希望の方に『区政報告』をお届け(
☆ご希望の方に『区政報告』をお届け(郵
送他)
送他)いたします。ご連絡ください。

◇JR 広町ｱﾊﾟｰﾄ跡地（※）の活用
今年度に解体が始まり、２年程で終わる
と聞く。跡地活用（再開発）については、JR と
区が協議中である。解体後は、更地ではなく、
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ（2020 年）までの３年間でも、（区内
開催競技の）ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ、ﾎｯｹｰ等の練習場、
（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技の）事前ｷｬﾝﾌﾟ受け入れ施設、
大井ふ頭にﾎｯｹｰ場建設で使用が限られる野
球・ｻｯｶｰの代替ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ建設等、時限的な
活用が可能と考えるが。
※広町２丁目。東急線の横、区役所の裏手。
Ａ：再開発は、JR と早期に着手できるように進
めていく。仮に事業ｽｹｼﾞｭｰﾙの中で、暫定的に
利用する期間が生じる場合には、ｲﾍﾞﾝﾄ広場な
ど、大井町駅周辺のにぎわいにつながる様々
な活用を協議する。
☆ｱﾊﾟｰﾄ跡地の土地所有者は JR ですが、協議では
区として土地の購入も含めて積極的な再開発ﾌﾟ
ﾗﾝを提示していく必要があります。

Ｑ：東品川公園（東品川３丁目、城南第二小学校
向かい）の工事中に土壌汚染が見つかったの
で、工事が中断していましたが、その後どうなり
ましたか？
（区民の方より）
☆土壌汚染の状況（鉛、水銀で汚染）
が分かったので、東京都のﾙｰﾙに従
って土壌改良工事を行います。今回
の議会で工事業者が決まり、工事が
始まります。それと並行して、公園の改修工
事（『子どもたちのｱｲﾃﾞｨｱを活かした公園』）
も進め、28 年 3/31 に新公園がｵｰﾌﾟﾝ予定で
す。◎
◎土壌改良工事 予算額２
予算額２億 3490 万円

Ａ：ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣や都と連携した戸別訪問
でｱﾄﾞﾊﾞｲｽを実施し、条例や助成制度の周知を
行い、補強設計や改修につなげた例もある。
しかし、資産価値の低下を心配して診断を実
施しないという声も。また、耐震改修費用が
高額である、ﾏﾝｼｮﾝ全員の意見調整が困難なこ
とから改修できないと聞いている。 今後は、
制度の活用を区として提案していく。
☆防災の観点から大変重要な施策です。都と連携
し、積極的な支援を求めます。

◇基金の運用について
①基金の運用収入は。②積
極的な運用改革を。大分県国
東（くにさき）市は、平成 25 年
度の運用収益が 2 億 1000 万
円である。区の運用収益は、
極めて低い。基金運用改革を。

Ａ：①基金全体の運用収入は、平成 24 年度：約
6815 万円、運用利回り 0.096％、25 年度：約
5056 万円、同 0.065％。②現在、２年物国債・
◇ﾏﾝｼｮﾝ耐震化について
政府保証債中心に購入している。今後の運用
特定緊急輸送道路（※）沿道建築物につい
は、昨今の世界的な超低金利状況などを踏ま
て。都条例で義務付けられた耐震診断の未実
えつつ、これまでどおり公金を一元的に安全
施ﾏﾝｼｮﾝが区内に 13 件、診断済み 173 件の
かつ効率的に管理・運営することを大前提に
うち 117 件は要補強と診断され
運用先や運用期間の拡充に取り組んでいく。
たが未改修である。
☆②は、他にも答弁がありましたが、積極的運用と
※第１京浜国道（国道 15 号）、第
いう性格のものではありませんでした。残念です。
２京浜国道（国道１号線）、中原
基金＝特定の目的のために財
キーワード
街道、海岸通り（一部）など。
産を維持し、積み立てたも
の。品川区には 13 種類あ
り、合計約
749
億円です
（平成 27 年 3 月末見込）
クイズの答え：
クイズの答え：①× 歩道では、歩
月・水 ＪＲ大井町駅前
行者を優先させなければいけません。
火 京急青物横丁駅前
②× 右図のように
◎『区政報告』
『区政報告』をお配りしています。
『区政報告』
木 ＪＲ大森駅前
２段階で右折しなけ
◎議会等の事情で変更する場合があります。
金 京急立会川駅前
ればいけません。自
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
☆ 各 7:00-9:30 頃
動車の右折とは異な
ります。

朝、駅前にいます！

