☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇混雑率、最も高い区間は？
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高橋 しんじ
※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

以下の区間は、東京都内で混雑率 180％以
上の区間です（国交省 HP より。2015 年度）。
さて、最も混雑率の高い区間は？
①東京メトロ東西線 7:50～8:50
木場⇒門前仲町
②JR 京浜東北線 7:37～8:37 大井町⇒品川
③JR 横須賀線 7:26～8:26
武蔵小杉⇒西大井
④JR 中央快速線 7:55～8:55
中野⇒新宿
◎難易度☆☆☆

ちょっとした話ながわ
◇《報告》 工事請負契約
役所が工事を契約した会社や契約金額を区議
会の委員会に報告します。7/11 に報告があった
ものの一部をお知らせします。
〇八潮団地内区道歩道拡張整備工事
道路約 460m
1 億 6054 万円
〇大井第一小学校校庭整備工事
校庭人工芝生化
9061 万円
〇しながわ区民公園便所新築その他工事
便所 3 棟新築その他 1 億 2949 万円

ズ
◇産休・育休を取るとき、気になるのは…
出産や子育て情報提供に取り組む一般財団
法人「１more Baby 応援団」が 4 月に調査。
子育てをしながら働く 20～39 歳の女性 529
人に産休や育休を取得する際に抱く懸念を複
数回答で尋ねた。「上司の目（態度・反応）が
気になる」37.6％で最多。
「同僚の目が気にな
る」32.4％、
「育休が明けてすぐ次の子どもを
授かると育休を取りづらい雰囲気がある」
30.1％だった。財団の専務理事は「多様な働
き方を選択できる環境づくりが不可欠」
という。
参考：6/29 東京新聞

高 橋しんじ 事 務所
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E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com
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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。

◇品川区駐輪場改修工事
区営駐輪場では、設置間隔の
狭い、老朽化したﾗｯｸが多く残
っていて、増加するﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ
付電動ｱｼｽﾄ車等の大型自転車
が収容できない状況があります。
区民ｻｰﾋﾞｽ向上のため、設置間隔を拡げた
ﾗｯｸへの交換等の改修工事を行います。
・大森駅水神口既設駐輪場改修（～30 年 3 月）
・西大井駅駐輪場増設（～30 年 2 月）
・大崎駅西口駐輪場他 23 ヶ所改修（～9 月）

◇全職員対象に時差勤務 町田市
町田市は 7 月、すべての正規職員を対象と
した時差勤務制度を導入する。職員自身で希
望する勤務時間帯を選べるのが特徴。勤務実
態に合わせて働きやすい環境を整え、働く意
欲の向上にもつなげる。都内の市区町村で全
職員を対象に時差勤務を実施するのは初めて
という。標準的な勤務時間（8:20～17:05）
の他、①7:30～16:15②８～16:45③９～
17:45④9:30～18:15 の 5 種類から選択
できる。市によると 7 月から時差勤務する
職員は約百人（対象 1700 人）。参考：6/29
日経

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
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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！
しがらみのない無所属

今週の書架

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６２

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！
☆ご希望の方に『区政報告』をお届けい
たします(送料は当方で負担します)。

ズ

◇都、白熱電球⇒LED タダで 1 個
家庭で使っている 36W 以上の白熱電球 2
個以上（1 個は口金ｻｲｽﾞが「Ｅ26」であるこ
と）を参加協力電器店に持ち込めば、40W
か 60W の LED 電球 1 個と交換できる。都
内に住む 18 歳以上が対象で、交換は１人１
回まで。交換の際には、運転免許証や健康保
険証等で本人確認が必要。転売を防ぐため、
はがしても跡が残る「転売禁止ｼｰﾙ」を LED
電球につけるとともに交換時に誓約書にサ
インを求める。7/10 受付スタートです。

☆『てぃ先生』（原作：てぃ先生 漫画：ゆくえ高
那 ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ １～5 巻 各 550 円）
都内で働く 30 才の男性保育士。
「子どものかわいらしさ」「保育
の楽しさ」を発信したいと、園や
保護者の許可を得て、2012 年に
園児たちのつぶやきを発信し始め
た。この保育士のﾂｲｯﾀｰのﾂｲｰﾄ（ﾌ
ｫﾛﾜｰは 40 万人以上）を基にした
ｴﾋﾟｿｰﾄﾞをマンガ化。ｱﾆﾒ化もされ、
ｽﾏﾎ専用のｱﾌﾟﾘ配信もされています
◎都の事業予算額 18 億円（LED 電球 100 万
個など）。省エネ、二酸化炭素削減を目指す。
◇お問い合わせ コールセンター：９～17 時
０５７０－０６６－７００
０３－６７０４－４２９９（携帯の方）
注：品川区内で交換できる参加協力店は
25 店舗（左のポスターが目印）です。
都 HP やコールセンタ―でご確認下さい
。
駅側からのｽﾛｰﾌﾟ

◇タクシー乗り場の段差解消を！
Ｑ：JR 大井町駅東口のタクシー乗り
場に段差があり、車いすの方など
乗り降りが不自由な方がいる。改
善してほしい。（区民の方より）
Ａ:区の担当部署（道路課）
にお伝えしました。歩道
の整備等に合わせてスロ
ープが設置されました。
段差がなくなり、ご利用
しやすくなりました。
ク イ ズ の 答 え ： ①木場⇒門前仲町
199％ 混雑率：都内 1 位。②大井
町⇒品川 182％ 9 位。③武蔵小杉
⇒西大井 193％ 3 位。④中野⇒新
宿 188％ 5 位。180％…折りたたむ
など無理をすれば新聞を読める。

段差なし

・水 ＪＲ大井町駅前
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朝、駅前にいます！月
火 京急青物横丁駅前

◎『区政報告』をお配りしています。
◎議会等の事情で変更する場合があります。
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。

木 ＪＲ大森駅前
金 京急立会川駅前
☆ 各 7:00-9:30 頃

