☆☆ 品川区イズ ☆☆
『品川めし』復活！
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No.
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

江戸時代以降、品川宿の人達が作った『品
川めし』が復活。地元有志が発案し、品川
神社で毎月第２日曜日に開かれる「品川て
づくり市」に合わせて販売します。
「品川
めし」とは、どのような「ご飯」？
①ネギとあさりを味噌で煮込
んでご飯にかけたもの。
②アナゴやシャコを甘辛く煮
てご飯にかけたもの。
③細かく切った高菜を炒め、炒り卵とご飯
を混ぜ、入りｺﾞﾏ等で味付けしたもの。
④海苔を混ぜたご飯に、さらしねぎ、わさ
びなどを乗せ、だし汁をかけたもの。

☆ 区では、区民の方々のご意見等
を区長が直接聞く場としてﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝ
ｸﾞを開催しています。６月 27 日の品
川地区（於：品川健康ｾﾝﾀｰ）に参加
しましたのでご報告いたします。
区長の区政説明 30 分のあと 90 分
間の意見交換が行なわれました。

○区の長期基本構想を区職員全員
に周知徹底させるべき。
○区の部長級職員を地域センター
に配属しては。
○品川駅南口の新設を。
○条例制定後もまだ集団回収資源
物の持ち去り被害があるが。
○目黒川や京浜運河の浄化対策の
《区民の方々のご意見・ご質問です》 状況は。
○目黒区との区境はｲﾍﾞﾝﾄの情報を ○介護保険関係書類の簡素化を。
宣伝しにくいので区の協力を。
○大崎駅周辺を自転車での横断がｽﾑ
ｰｽﾞにできるようにしてほしい。
品川区内の高校の結果などです。詳
○保育園の待機児童の解消を。
○今後もプレミアム商品券発行を。 細は主催者等へ。
1 都江戸川
○地区委員会への補助金の増額を。 都立小山台高 7/18○8‑
（第２ｼｰﾄﾞ！）7/20○6‑5 城西
PTA の OB などが地区委員になれる
攻玉社 7/14●3‑8 早稲田
様にしてほしい。
青陵
7/13○9−2 渋谷教育渋谷
○小中一貫教育で一部の学校に児童
7/15○3‑2 正則学園
生徒が集中しすぎ
7/18●0‑
5 国士舘
ではないか。
朋優学院 7/15○11‑
1 多摩大目黒
○区立九段高校の
7/17●2‑
3 学習院
様な区立の中高 文教大付属 7/14●1‑6 都八丈
立正 7/13●0−１都深川
一貫校創設を。

高橋しんじプロフィール

高 橋しんじ 事 務所
東京都品川区東大井 4‑13‑11‑304 〒140‑0011
TEL:03‑5461‑8757 FAX:03‑5461‑8763
E‑mail takahashi‑
shinji@spa.nifty.com
URL http://www.takahashi‑shinji.net/
☆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。

若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、早
稲田実業高、早稲田大学（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。
東京大学研究員、塾などを経て、教師（早稲田
実業高、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４月 無所属・新人として
2541 票の支持をいただき初当選！
しがらみのない無所属

今週の書架

無所属クラブ
区政報告

☆『若者は選挙に行かないせいで、
4000 万円も損をしている!?』
（森川友義 ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ携書 1000 円）
「数十分惜しんで選挙に行かないから政
治に声が反映されず、40 歳未満の人たち
は、65 歳以上の人たちに比べて 4000 万円
損している。」
「候補者は、若者を活かす街
つくりと訴えるより、お年寄りが安
心して暮らせる街つくりと訴えた
方が当選する確率が高いのです」。
など、「なるほど！？」の視点が。
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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！

７月 1 日に第２回定例会が開かれました。
可決された議案の一部をご報告します。
区は議案を議会に提出します。具体的な審
議は、各常任委員会（総務、区民、厚生、建
設、文教の５つ）で行い、その後、経過等が
本会議で報告され、全議員で採決します。
☆多額の予算です。今後、使途のﾁｪｯｸします!
≪議案≫数字は議案番号。金額は予算額。
67．
（仮称）武蔵小山駅前創業支援等新築工事
請負契約−２億 6565 万円。
68．八潮北公園野球場改修工事請負契約（以
前にご報告した多目的化・人工芝化等）
−３億 1710 万円。
70．品川地区小中一貫校新築工事請負契約−
品川小・城南中（平成 23 年度開校予定）。
44 億 9400 万円。
※同校工事では、排水
設備等工事＝4 億 7040
万円、空調設備工事＝
９億 4500 万円、電気設
備工事＝６億 165 万円
の各議案も議決されました。

都議選終わる！

74．小中一貫校八潮学園建設工事請負契約変
更−10 億 9819 万円⇒11 億 596 万円。
【理由】工事材料の高騰による。
75．指定管理者の指定−戸越
公園・下神明駅に新設され
る自転車等駐車場の管理を
民間業者に行なわせます。
この業者は、すでに大森駅、
立会川駅、青物横丁駅など、
区内の自転車等駐車場を管理しています。
76．教育委員会委員の任命同意−区長の教育
委員の任命には議会の同意が必要です。

≪その他≫
◎平成 21 年度補正予算が組まれました。予
算規模は、１億 3763 万円。国の土木費補助
金や東京都の「緊急雇用創出事業補助金」
などによる新たな事業が含まれています。
○請願・陳情の審査結果についての報告。
○財団法人等の事業報告・計画、決算報告等。
財団法人品川区国際友好協会（交換留学生
事業等の実施）、財団法人品川文化振興事業
団（メイプルセンターの事業等の実施）、財
団法人品川スポーツ協会（各種スポーツ大
会等の実施）等の団体についての報告。
クイズの答え：②。江戸時代、品川の漁師が捕
れた魚介類で調理し、客人には卵とじにしたと
いう。7/12 から北品川の居酒屋さんで毎月１回
30 食のみ。
1000 円で販売。
（参考：東京新聞 7/10）
①深川めし。テレビ等でも有名。近年は炊き込
みタイプが増えています。③高菜めし。熊本県
の郷土料理。阿蘇地域でよく見られます。④忠
七めし。埼玉県比企郡小川町の郷土料理。
☆なお、深川めし（東京・深川）、忠七めし（埼
玉・小川町）、さよりめし（岐阜）、かやくめし
（大阪）
、うずめめし（島根）の５つを「日本５
大名飯」と呼ぶそうです。

日本経済新聞：『民主躍進の
都議選が首相を痛撃した』
産経新聞：
『・首相は敗北責任直視を
・
（民主党の）政権担う能力
は検証不十分』
読売新聞：『首相は自ら解散できるか』
朝日新聞：『混沌の出口はただ 1 つ』
東京新聞：『首都にもチェンジの大波
都議選与党過半数割れ』
毎日新聞：
、駅前にいます！ 月 ＪＲ大井町駅前
『都議選自民大敗 もはや逃げは許されぬ』◎『区政報告』をお配りしています。
火 京急青物横丁駅前
（７月 13 日の各紙の社説見出しより） ◎議会等の事情で変更する場合があります。木 ＪＲ大森駅前
※なお、麻生首相は 7/21 に衆議院を解散。◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。金 京急立会川駅前
☆ 各 7:00‑9:30 頃
総選挙は 8/18 公示、8/30 投開票の予定。

朝

