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区政報告
ニュース
年齢別死傷者数

町屋事務所のメールアド
レスを変更しました。
kouji.office@gmail.com
です…

基本は︑①自転車は車道が
原則︑歩道は例外②車道は左
側通行③歩道は歩行者優先で
車道寄りを徐行です︒
同時に︑区内で意外と多い
のが自転車の一時停止を無視
した走行です︒細い路地から
大きな道路に一時停止も左右
確認もなしで飛び出るといっ
たケースです︒なお主な交通
安全ルールを確認しましょう︒

２０１８年３月２５日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２−４６２７
fax３８０６−９２４６
arajcp@tcn-catv.ne.
jp
☆横山区議事務所
荒川区町屋５−３−５
℡３８９５−０５０４
kouji.office@gmail.com

№ ６８８

２０１７年 ２０１６年
幼 児
１１
１２
小学生
１８
１７
中学生
４
４
高校生
１４
３
〜１９歳
６
６
２０歳代
５４
６１
３０歳代
７３
６５
４０歳代
８３
６８
５０歳代
７２
５５
６０〜６４歳代
２４
１２
６５歳以上
９７
７１
合計
４５６
３７４

２０１７年 ２０１６年 ２０１５年
４０３件 ３３３件 ３５２件
２０９件 １４８件 １６７件
51.9%
44.4%
47.4%
４５６名 ３７６名 ３９６名
３件
１０件
９件
４４件
２３件
３０件
１２件
１１件
４件
８件
３件
３件
４件
５件
４件
６１件
３１件
２２件

事故件数
自転車関与事故
自転車関与率
死傷者数
信号無視
交差点安全進行
一時不停止
自転車の違反
運転操作誤り
前方不注意
安全不確認

増減 本年構成比
△１
２．４％
１
３．９％
０
０．９％
１１
３．１％
０
１．３％
△７
１１．８％
８
１６．０％
１５
１８．２％
１７
１５．８％
１２
５．３％
２６
２１．３％
８２ １００．０％

２ ０ １７ 年の 区 内交 通 事故 のか︑詳細な分析が必要です︒
の状 況 が明 らか に なり ま した︒ 考え ら れる のは ︑ 子ど も を乗
２０ １ ６年 の減 少 傾向 か ら増 せた 電 動ア シス ト 自転 車 での
加に転じたのが特徴です︒
走行 や 交通 法規 無 視︵ 逆 走や
要 因 とし て考 え られ る のは︑ なが ら スマ ホ︑ 傘 を差 し 片手
自転 車 関与 事故 の 増加 で はな 走行︑一時停止をしないなど︶
いで し ょう か︒ 前 年比 で ７％ の危 険 走行 です ︒ 自転 車 は気
近く も 増加 ︒交 通 事故 死 傷者 軽で 便 利な 移動 手 段で す が︑
の年 齢 を見 ると 高 齢者 も 増加 同時 に 軽車 両で あ り車 と 同じ
していま すが︑ から 歳代 扱いです︒
での 増 加が 特徴 で す︒ な ぜな
因 み に自 転車 の 酔っ ぱ らい
運転は︑罰金１００万円以下︑
５年以下の懲役︒ご注意を！

荒川区の交通事故

４月２日(月)

弁護士と横山区議が相談をお受けし
ます。お急ぎの場合は、北千住法律事
務所の相談日などご紹介します。
生活相談は、随時受付ています。

TEL&FAX ３８９５−０５０４
不在時は、留守電へ、後で連絡します。
区役所控室 ３８０２−４６２７

万人の方が避難生活︒復興どころ
か避難指示が解除されても多くの
方が戻れないのです︒事実上棄民
状態です︒こんな事態を放置した
ままの東京オリンピックはあり得
ません︒政治の責任が問われてい
ます︒
︵横山幸次︶

午後６時〜８時
横山区議事務所

平昌オリンピック︑パラリンピッ
クでのアスリートの姿が大きな感
動を呼びました︒そして︑次の２
０２０年東京オリンピックに向け
た華やかな演出に彩られたキャン
ペーンの映像・音声が目に耳に入っ
てくる今日この頃です︒しかし︑
忘れてはいけません︒そう
した中で東日本大震災︑福
島原発事故から７年目の春
を迎えたのです︒しかも復
興には程遠い現実に直面し
ている実態から絶対に目を
離してはいけないのです︒
津波の被害で市街地が事実
上流された地域では︑さす
がに瓦礫はなくなったもの
の︑住宅そしてまちと生業
の復興は道半ば︑いやそこ
までも行ってないのが現状
ではないでしょうか︒まし
て︑原発事故による影響は
すさまじく︑いまだに約６

裏面 受動喫煙対策、
区内花見の催し…など

厚生労働省研究班の調査によると、非喫煙
者で、家族や職場の同僚が喫煙している場合、
受動喫煙が原因で死亡する人は、年間1万5,00
0人と推計。これまで、受動喫煙は、肺がんや
心筋梗塞などに因果関係があるとされていま
したが、前回調査以降、脳卒中やSIDS(乳幼児
突然死症候群)にも因果関係があるとされたた
め、大幅に増えたとしています。

南千住のドナウ広場の「おもてなしサロ
ン」が閉鎖型でトルネックスの高性能フ ラ
ス マ集塵脱臭装置(172万円)を設置した「閉
鎖型喫煙所」になります。扉の開閉も工夫
し、煙が外に漏れないように風を送るよう
にするとか。受動喫煙対策がこれで本当に大丈夫？！行き
来が多い駅前は完全禁煙すべきではないでしょうか。
区内でも、不特定多数が集まったり通行する場所に喫煙
ができる箇所が少なくありません。よ
く話題になるのがＪＲ日暮里駅南口や
町屋駅前などです。やはり受動喫煙を
無くすために完全禁煙の取り組みが必
要ではないでしょうか。

厚労省は﹁客席１００㎡以下 ます︒２０１６年厚労省の研究
喫煙可﹂とするなど店舗面積基 は︑受動喫煙による死亡は︑少
準で喫煙を可能にする案を示し なくとも１万５千人と推計︒
ていますが︑意見書はそうした
飲食店の全面禁煙で﹁客足が
動向や業界の意見を踏まえて条 落ちる﹂ことへの懸念が言われ
例制定を行うよう求めています︒ ますが︑ＷＨＯが実施した国際
しかしＷＨ０ガイドラインは 調査は︑レストランやバーを法
﹁すべての屋内の職場とすべて 律で全面禁煙としても︑減収は
の公衆の集まる場所は禁煙でな ないとしています︒愛知県や大
ければならない﹂とうたってい 阪府が﹁全面禁煙に踏み切った
飲食店﹂対象に行なった調査で
も﹁売り上げはほとんど変わら
い﹂との結果︒健康をまもるた
めにも︑たばこ規制枠組条約批
准国・五輪開催国としても︑受
動喫煙対策の抜本的強化は急務︒
受動喫煙防止のための厳格な条
例制定を行うべきで意見書提出
に反対しました︒

受動喫煙で15000人が死亡（厚労省）

今年もサクラの季節がやってきました。区内各地のサク
ラにちなんだ催しをご紹介します。

☆尾久の原公園 シダレザクラ祭り

犯罪行為である﹁公文書改ざ 言うことです︒その疑惑解明は
ん﹂が一気に浮上︒その一方で︑ 日本の民主主義の根本問題では
安倍内閣の支持は︑一気に急降 ないでしょうか︒
下︒当然と言えば当然です︒
しかも注目すべきは︑今回の
﹁公文書改ざん﹂の責任問題
では︑麻生財務相より︑安倍
首相に責任があるという方が
多く８割に達しています︒共
産党の小池参院議員の﹁なぜ
昭恵夫人の名前が出てくるの
か﹂との質問に理財局長は
﹁総理夫人だから﹂とはっき
り答弁しました︒
国有地の８億円も値引きし
二束三文で売り払った森友学
園問題の核心は︑総理であり
官邸ぐるみでは無かったかと

４月７日（土）１０時から午後３時まで（雨天 ８日）
ステージショー
区内商店街 による
模擬店
交流都市の物産展
草花の即売会
さくら投句会
子ども向けゲーム
尾久の原ス プリン
グフェスタも 同時開
催
ご近所でも ありぜ
ひお出かけ下さい。

☆冠新道さくらまつり
３月２５日（日） １１時から午後４時

☆三河島水再生センター さくら鑑賞会
４月７日（土） １０時から午後３時 （雨天決行）
サクラの観賞と水処理施設などの見学もあります

☆荒川公園のお花見会場
３月２３日（金）〜４月８日（日）
時間は午後９時まで （カラオケ、楽器、火気使用はご
遠慮下さい。

