☆

、

品川区イズ 599

☆

◇区立学校で使用済み鉛筆、肥料に
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12 月

品川区議会議員
無所属

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

品川区教育委員会は、鉛筆メーカーと協力
のもと使用済み鉛筆の回収を行い、棒状肥料
にリサイクルして各校に提供する。協力する
文具メーカーは、どこでしょうか？
①サンスター文具
②コクヨ
③北星鉛筆
④トンボ鉛筆
⑤三菱鉛筆
◎難易度☆☆☆
道路・公園整備等
⇒217 億円
歳出の 9.2％

前号に引き続き、今号は、決算特別委員会
（令和２年度歳入・歳出）審議のうち、
歳出：土木費の一部をご報告します。
Ｑ：他議員の質問
Ａ：区の答弁
◎令和２年度決算額 ☆私のコメント
・歳出 区民１人当たり 約 59 万円
2,363 億 1,669 万 7,152 円

Q：《未就学児の移動経路の安全》
①公私立保育園、児童センター周辺の安全
点検の結果で、緊急性の高い安
全対策が必要な場所の整備は。
②小学生、特に小学 1 年生の交通
事故がとても多い。区の考えは。
③スタントマンによる事故再現の交通安全教
室が校庭人工芝化によって実施できないが
A:①96 ヶ所が残っていたが、2 年度にすべ
て終わった。②都内の令和 2 年中の小学生
の歩行者事故は、小学 1 年生の横断歩道上
の事故が 25 件、6 年生は 6 件と低学年が
多い。基本的な交通ルールを入学前に養っ
てもらいたい。
③体育館内に交差点を設定して、
自転車同士が出合い頭でぶつかる
などの工夫をして実施している。

Q：《大森駅、大井町駅のエレベーター》
①JR 大森駅水神口と山王口を行き来できるよ
うに大森駅歩道橋の水神口にｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設
置を。
②大井町駅西側（※阪急ﾎﾃ
ﾙ側）のｴﾚﾍﾞｰﾀｰの広さの
拡大、改札階の出入口の向
きの改善を。
③青物横丁駅前の国道 15 号
にかかる歩道橋にｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
設置を。
A：①JR、大田区と協議を重ねてきた。JR と
しては、「北口改札口からホーム階へのｴﾚﾍﾞ
ｰﾀｰ設置、歩道橋の階段・ｴｽｶﾚｰﾀｰ横へのｴﾚﾍﾞ
ｰﾀｰ設置は、ともに用地の観点から難しい」
②JR は「課題として認識しているが、現在
コロナ禍で利用者が減っている」という。区
もこのｴﾚﾍﾞｰﾀｰの耐用年数を踏まえ、機会を
とらえて改修を働きかけていきたい。③国の
国道事務所から、関係機関と意見交換を行う
場を持っていきたいと連絡があった。☆すぐ
に実現は難しいですが私も継続して要望します

高橋しんじプロフィール
2019 年 4 月 6,205．403 票（１位）の
ご支持を頂き、現在４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）。平成 27 年
5551 票（58 票差で 2 位）。『議員力検定１級』
合格 ☆初心を忘れずにガンバります！

高 橋しんじ 事 務所
品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763
E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 品川区 高橋しんじ
検索

☆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。
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ

しがらみのない 無所属

ちょっとした話ながわ
◇使用済み鉛筆、肥料に再生実験 11/15～
お
発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６4

☆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)。
Q：《道路点検システム》
①区による道路点検システムとは。
②スマホアプリによる道路の損
傷や不具合を簡単に投稿で
きる道路通報システムを試行
しているが利用状況は。
A:①道路点検のパトロールカーでスマホま
たはドライブレコーダーを使って点検し、段
差、ひび割れ等の道路の損傷を事前に探知す
る。区内全域で実施している。効果として、
区民からの要望が半減している。
②専用アプリ（ＭＣＲ）をダウ
ンロードして区民が気軽に投
稿できるシステムを試験導入
している。６月開始で 96 名登
録、通報件数は 40 件。場所の
特定がしやすい、処理経過まで返信できるな
どメリットがあるので本格運用にしたい。
☆①②とも日常の道路維持管理に大変有効で
す 。 ② は 制 度 の 周 知 を 求 め ま す 。 区 HP で
「MCR」と検索し、アプリをダウンロードして下さ
い。

Q：《みなとが丘ふ頭公園》
この公園は、東京都が管理している。
敷地は広大。野球場、サッカー場を
作れる。都と協議して有効活用を。
A:約５万㎡の広大な公園。区としても周辺
に民家がないので、もし手に入るなら、運
動施設として、非常に有効な使い方が➚

品川区教育委員会は、三菱鉛筆（株）が開発した『フ
ォレストサポーター鉛筆』を区内 11 校に配り、使
用後は品川郵便局が回収。
（株）サカタのタネが開発
協力した、子どもが扱いやすい棒状の肥料にして三
菱鉛筆が各校に還元する。
「学ぶ」時に手にする鉛筆
をとおして、より身近に児童に「資源循環」を体験・
実感してもらう目的で実施する。
【協力校】城南・鮫
浜・山中・立会・浜川・伊藤・鈴ヶ森・台場小。品
川学園（４年生のみ）、伊藤学園、八潮学園。
➚できるかな、と考えている。都が管理して
いるので、しっかりとお話をする場を設けた
いと考えている。
注 みなとが丘ふ頭公園－八潮３丁目１番
（立会川駅から車で約 15 分。徒歩 50 分）。
品川区のディキャンプ場（宿泊可能）があ
ります。【お問い合わせ】⇒スポーツ推進
課（03－5742－6943）か区 HP を。

☆ちょっと遠い場所ですが、敷地は広大で
す。様々な活用方法があります。都との交
渉に期待します。

Q：《公園のマンホールトイレ》
防災活動公園には、ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚがある。近隣
住民から、①「災害時にどれくらいでくみ取り
に来るか、臭いや衛生面が心配である」という
声がある。②し尿がトイレ周辺の土壌に染み出
ないか。③利用の際の臭いが気になるので香
料や消毒剤の備蓄を。
A:区内には 37 の公園・児童遊園に 173 基
のマンホールトイレを設置。①収集運搬
は、発災後、およそ 3 日以降、順次行う想
定。②ほとんどが「ため式」で底にし尿を
ためておく。外に染み出る構造ではない。
③必要な備蓄を点検して対応したい。

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ⇒
船橋市 HP
より

クイズの答え: ⑤三菱鉛筆（本社：品川
区東大井 5-23-37。JR 大井町駅そば）。
同社が開発した『フォレストサポータ
ー鉛筆』（正しく持つことができる長さ
まで芯が入っており、後端に芯が入って ◎『区政報告』をお配りしています。
いない鉛筆）を児童１人に５本ずつ配り ◎議会等の事情で変更する場合があります。
回収する。⇒「ちょっとした話ながわ」 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。

水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 火月・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

