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春の統一地方選の投票日を定める特例法が、昨年、参院
本会議で可決、成立され、都道府県と政令指定都市の首
長、議員選挙は 4 月 7 日、政令市以外の市区町村の首長、
議員選挙を
となりました。
統一地方選挙は４月の第２日曜日と
第４日曜日に行われるのが通例です
が、来年４月の第４日曜日にあたる
28 日は大型連休にかかることや、天
皇陛下の退位や皇太子さまの即位の
儀式に近いことなどを考慮し、１週
間前倒したものとみられます。
品川区では、4 月 14 日（日）
に選挙戦が始まり、1 週間後
の 4 月 21 日（日）に投開票
が行われます。

品川区では、区民の方、マンション管理組合または賃貸
住宅個人オーナーの方が既存住宅について、区内施工業
者を利用して、環境やバリアフリーに配慮したリフォー
ム工事を行う場合に、工事費用の一部を助成しています。
区民の場合、工事費用の 10%で最大 20 万円、マンション
管理組合、賃貸住宅個人オーナーにつきましては、工事
費用の 10%で最大 100 万円まで助成できます。
様々な条件がありま
すが、確認をし、是
非、ご利用下さい。
申込期間は、今年の
2 月 15 日（金）まで。
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地震が発生した場合、どのように行動をするのでしょ
うか。今年の 1 月 3 日、熊本で震度６弱の大きな地震
が発生しました。約 10 年前から言われている南海トラ
フ巨大地震は、以前と約 7 割〜8 割の確率というで起
こると想定されいます。そこで、改めて、どういう行
動をしなければならないのか。また、どういう場合に
避難場所に行かなければならないのか。確認をしまし
ょう。
1:自分の身は、自分で確保する（自助）
家族や身内の方と
避難方法や連絡方
法の確認などを取
りましょう。
2: 火事などに注意しながら近くの広域避難場所に避
難をしましょう。

3:その後、各自指定されている区民避難所へ移動とな
ります。

避難場所について
品川区には、避難所、広域避難場所、一時集合場所が
あります。この違いについて説明します。
避難所：地震等によって家屋が倒壊したり、火災によ
る延焼のため自宅での生活が困難な方のために、区立
の学校等を避難所として開設します。（生活する場所）

広域避難場所：震災時に発生する延焼火災から身の安
全を確保するために、一時的に避難する場所のこと。
（例：大井競馬場・しながわ区民公園、林試の森公園等）
一時集合場所：避難を行う際に、町会・自治会単位で
一時的に集合して、様子を見る場所のこと。
（例：学校のグラウンド、神社・仏閣の境内、公園、
緑地、団地の広場等）
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昨年、提出された請願、陳情について報告いたします。
請願は 23 件、陳情は 20 件、提出され、その内、請願で
は、採択・趣旨採択 5 件、継続審査 5 件、不採択 13 件で、
陳情は、採択・趣旨採択 1 件、継続審査 3 件、不採択 15
件、うち 1 件は、別の委員会に参考送付しています。
※主な内容

請願について
① 品川区長選挙と品川区議会議員一般選挙の同日開催
を求める請願については、採択
② 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を
求める請願については、不採択
③ 区が羽田空港増便による新低空飛行ルート計画のア
ンケート調査をすること、区独自の教室型説明会を開
催することに関する請願については、継続審査

陳情について
① 同性パートナーシップの公的承認についての陳情に
ついては、趣旨採択
② 大森駅前住宅前駐輪場移設の具体的な検討について
の陳情については、不採択
③ コミュニティバスの運行を求める陳情については、継
続審査となっております。

平成 30 年 9 月に行われました「品川区議会議員補欠選挙」
が行われ、一部変更になりましたので報告いたします。
【大会派の順】（定数 40 人に対し、現在 39 人）

●品川区議会自民党・子ども未来(11 人)
●品川区議会公明党(8 人)
●日本共産党品川区議団(8 人)
●国民民主党・無所属クラブ(5 人)
●無所属品川(2 人)
●品川・生活者ネットワーク(2 人)
●会派に属していない無所属議員（3 人）

昨年、12 月に大井第一地域センター管内の方を対象
に行われました「教室型説明会」を八潮地区、大井第
二地区、品川第二地区で順次行われます。
●八潮地域センター管内
日時：1 月 10 日㈭
場所：八潮学園（八潮 5－11－2）
●大井第二地域センター管内
日時：1 月 17 日㈭
場所：山中小学校（大井 3－7－19）
●品川第二地域センター管内
日時：1 月 22 日㈫
場所：城南小学校（南品川 2－8－21）
上記の日程で、行われる予定です。
※流れについて
最初に国土交通省より説明が
あり、質疑応答となっており
ますが、管内の方が対象とな
っているため、その方々を優
先に行われます。
※この度の教室型説明会とは？
国の担当者が直接説明する個別説明会の事。

品川区のイベント情報館
●大井消防団
日時：1 月 13 日（日）9:30 開始
場所：きゅりあん小ホール
●荏原消防団
日時：1 月 13 日（日）11:00 開始
場所：スクエア荏原
●品川消防団
日時：1 月 20 日（日）10:00 開始
場所：ゲートシティホール
※参加自由ですので、足を運んでみてはいかがでしょう
か。

品川区区役所前交差点が橋梁架替工事のため、
になります。
日時：1 月 19 日（土）、1 月 26 日（土）の 23 時～6 時
までとなります。

品川区議会日程
1 月 21 日…常任委員会
1 月 22 日…行財政改革特別委員会
1 月 23 日…オリンピック・パラリンピック特別
委員会
1 月 24 日…議会運営委員会

