☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇バイクの『陸王』
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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

『KYB（株）と子会社の免震・制震装置
検査データ改ざん問題』
区の担当者（経理課）から説明があ
りました。後日、区議会の総務委員
会で報告されます。
注 経理課は区庁舎管理も担当
しています
【状況の概要】
KYB（株）と子会社が製造した免震・制震オ
イルﾀﾞﾝﾊﾟｰの一部に関し、国土交通省認定や
顧客との契約内容に適合しない製品の検査デ
ータを適合する値に改ざんして納品した。
【区における不適合品の使用状況】
①本庁舎免震工事（平成 20～23 年実施。予
算総額約 36 億円）で使用した免震ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ
４基中１基がﾃﾞｰﾀ改ざんの不適合品に該当。
どのﾀﾞﾝﾊﾟｰかの特定は回答待ちです。
②その他の区有施設では使用されていない。
☆命にかかわる免震工事でこのようなことが
起きたことは、大きな問題です。議会で早
急な交換工事を求めて参ります。
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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。

池井戸潤の小説が
原作の TBS ﾃﾚﾋﾞﾄﾞﾗﾏ
『陸王』は、ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｭｰ
ｽﾞ開発物語。
米国製のﾊﾞｲｸのﾊｰﾚｲﾀﾞ
ﾋﾞｯﾄﾞｿﾝは、日本企業が正式なﾗｲｾﾝｽを得て、
日本で現地生産していた時期（1934～1959
年）があります。名は、「陸王」。このﾊﾞｲｸを
製造していたのは大井町近郊の工場で多角経
営していた企業。どれ？ ◎難易度☆☆☆☆
①ニコン（光学機器メーカー）
②三菱マテリアル（非鉄金属メーカー）
③第一三共（製薬会社）
④いすゞ自動車（自動車メーカー）
【今後の対応】
≪KYB 社の対応方針≫
①説明を納入先（区の工事実施の設計会
社・建設会社）に実施。区への説明（対
応）は納入先の判断である。
②不適合品（ダンパー等）に関
しては全数交換の方針。
≪品川区の対応≫
工事実施会社からの対応を待ち、
ﾒｰｶｰに早期に交換を求めていく。
用語『免震・制振用
ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ」
油の粘性を利用
し、地震の際に建
物の揺れを抑制す
る装置。免震用は
地下階に設置（品
川区）、制振用は地
上階に設置。ﾏﾝｼｮﾝ
等でも使用。ｵｲﾙﾀﾞ
ﾝﾊﾟｰ技術は、自動
車・飛行機等にも
活用されている。
参考：10/17 産経新聞他

高橋しんじプロフィール
Ｚ 票（2 位。１位と
平成 27 年 4 月 5551.247
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！
しがらみのない 無所属

ズ
◇障害者雇用 区市町村
123 人水増し
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)。

ちょっとした話ながわ
◇すべての区立小・中・義務教育学校の
体育館と格技室へエアコン設置
品川区は、区議会第 3 回定例会の補正予算案
（注 年度途中で追加・変更などをする予算案）
にエアコン整備に向けての予算を計上しまし
た。
◎予算額：1 億 1,353 万円
①電気設備工事設計委託 1,125 万円
小学校 19 校 中学校 6 校
②設置工事設計委託
288 万円
義務教育学校（＝小中一貫校）1 校
③設置検討委託
130 万円
小学校 6 校 中学校２校 義務教育学校 5 校
④体育館空調設備設置
芳水小学校
8,790 万円
⑤実施設計委託
1,020 万円
城南小、後地（うしろじ）小

◇大崎エリア 装い新た
大崎ガーデンシティ開業

東京都労働局は 22 日、都内の
自治体等を対象にした雇用数の
再調査結果を公表。昨年 6/1 時
点で水増しされていた人数は、
区市町村で 123 人、都関係で 2
人だった。参考:10/23 東京新聞
☆品川区はありませんでしたが水増
しという低い規範意識は問題です。
◎来年度から順次工事する。
①～③改築していない学校は、今後
の設置に向けて、調査検討を行う。
④芳水小⇒体育館改築中のためエア
コン設置工事を並行して実施。
⑤城南小、後地小⇒これから体育館
の改築予定なので設置工事のため
の設計をする。
注 区立小中学校・小中一貫校＝全 46 校。
体育館にエアコン設置済みは 1 校（戸越
台中学校）。なお、普通教室・特別支援教
室には、全校でエアコン設置済みです。
☆この議案を定例会（10/25～）で審議します。
区議会では、これまで、児童・生徒の安全な体
育等の学習活動のため、また、災害時の避難
所としての役割から、私を含めて、多くの議員
が区に対して体育館へのｴｱｺﾝ設置を求めて
参りました。1 校あたり１億円近い費用ですが、
今後は、早急な工事実施を求めて参ります。
オフィス棟

↗今回の街区等（国
住宅棟
際自動車教習所跡地
他）は、薄暗く入り
組んだ木造密集地域
が依然残ったままだ
った。高低差のある
がけ地では崩落事故
も起き、緊急車両の
新幹線
通行が困難という防
災上の課題を抱えていた。 住友不動産 HP より
再開発組合と住友不動産との協議開始から
着工は 6 年、竣工は 9 年と「異例のスピード」
（同社）となった。 参考：10/19 産経新聞

工場跡地等を再開発し急速に発展している
JR 大崎駅周辺に約 3.9 ﾍｸﾀｰﾙの「大崎ガーデン
シティ」
（写真⇒）が 10 月に開業。木造密集地
域が抱える防災上の課題を解消し、不足する緑
地など整備。3 月に先行開業したｵﾌｨｽ棟（24 階
建て）に続き住宅棟（22 階建て。425 戸）が竣
工、街区全体の街開きとなった。約 8 千㎡の緑
地広場も整備。大崎ｴﾘｱは、高い交通利便性を誇
るビジネスエリアとして発展。30～40 年前に
比べ就業人口は約 4 倍、夜間人口は約 2 倍と職
住接近を求める居住者人気も高まっている。↗
クイズの答え:③第一三共（研究所が大
井町駅近くにある。当時は三共。）。当時、
製薬会社の多角経営策で設立された
「日本ﾊｰﾚｰﾀﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ」が敷地
内で製造。「陸王」の名は経営者の中に
慶応大出身者がいて、大学の応援歌『若 ◎『区政報告』をお配りしています。
き血』の一節「陸の王者、慶応♪♪～」 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
の歌詞が気に入っていたので応募の中 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
から陸王の名を選んだ、との説がある。

朝、駅前にいます！

月・水 ＪＲ大井町駅前
火 京急青物横丁駅前
木 ＪＲ大森駅前
金 京急立会川駅前
☆各 7:00-9:30 頃

