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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

7/12 に実施された都議選で最も投
票率の高かった投票所は、次の区内投票所
のうち、どこでしょうか？
ちなみに品川区全体の投票率は、54.14％
でした。
（男 53.94％ 女 54.34％）
①城南小学校
②城南第二小学校
③立会小学校
④鮫浜小学校
⑤浜川小学校
⑥鈴ヶ森小学校
⑦鈴ヶ森中学校
⑧旧 八潮南小学校
⑨私立明晴学園
（※八潮にあります）

早川町（山梨県）ｷｬﾝﾌﾟ！
２日目は、川
7/26‑27 に実施。 主催は、品川 遊びの予定でし
区青少年対策大井第一地区委員会。 たが、雨による
応募、210 名！！
増水で危険なの
抽選で浜川・立会・鈴ヶ森・鮫浜 で野鳥公園内の
小学校などの２〜４年生 84 名が参 ﾊｲｷﾝｸﾞに変更 カヤック（１人乗）
加（70 名定員を増員。ｷｬﾝｾﾙ待ちは （残念…）。その後、参加賞のＴｼｬ
120 名以上）
。また、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで鈴中・ ﾂを着て記念撮影し、無事帰京（渋
浜中生７人がお手伝い。
滞で遅延しましたが…）
。
カヌーはやっぱり楽しい！
大自然の中でたくさんの思い出
１日目は、ｶﾇｰ体験（写真）。「一 を作って、「来年も来たいな！」と
番の楽しみ！」という子どもが多か いう声がたくさん！
ったです。晴天に恵まれて真っ黒に ☆なお、ｽﾀｯﾌは
日焼けして楽しんでいました。夜は、 23 名。地区委員
野外で食事。ご飯とカレー（写真右） やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（成
は、かまどでスタッフの手作り。お 人）
、地域ｾﾝﾀｰ職
かわり OK。夕 員（区職員）等
食後は、ｷｬﾝﾌﾟ です。お疲れ様 夕食はカレー♪〜
ﾌｧｲﾔｰ。歌や でした。
（私は盛付け係）
ｹﾞｰﾑで大盛り
上がり♪最後 ☆宿泊施設『ヘルシー美里』は廃校
は花火大会。 になった地元中学校を改築した施
真 っ 暗 な 夜 設。品川区と早川町とは交流があ
空には星☆☆
り、品川区の宿泊費助成制度があり
カナディアン
（３人乗） がたくさん。 ます。ぜひ、ご利用を。
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。

≪次号予告≫

104 号は、『品川区イズ』特集です

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
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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！

7/25（土）大井地区のﾀｳﾝﾐ
ｰﾃｨﾝｸﾞが南大井文化ｾﾝﾀｰで
行なわれました。参加された
方々のご質問、区長の答弁の
一部をご報告します。
Ｑ:①小中一貫校から塾など
に行かずに難関高校に進学できるのか。②
小規模な小学校は、今後小中一貫校に統合
されるのか。
Ａ:②短期的に見て統廃合するというわけで
はない。ここ数年の推移をよく見ていくべ
きだと考える。小規模校には小規模校の良
さがあるはずと考える。
Ｑ：公園だけでなく、身近な道路に街路樹を
もっと増やしてほしい。②旧東海道で放置
自転車、違法駐車、お店の看板などが通行
を阻害している。
Ａ:①国道・都道はなかなか難しいが、区道
は、整備していく。②啓発活動をする。
☆国・都への積極的な働きかけを！

☆『 それってどうなの主義』
（斎藤美奈子 白水社 1500 円）
雑誌等に書いたｴｯｾｰ集。2007 年発行で内容
は、やや古いものもありますがﾃﾝﾎﾟ良い文
章が読みやすく、今読んでも面白いです。
例えば「…女子中学生に人気の雑誌
『Hanachu』
（ﾊﾅﾁｭｳｰ）は「花中」っていう
ぐらいでｽﾞﾊﾞﾘ女子中学生狙い。
《おは DO!
花の中学生のｲｹてる私服ｽﾀｲﾙといえばこ
れ！中学生には見にゃ〜いお姉さんｽﾀｲﾙ
＝お姉系でしょ》なんて記事が…」など
など。勿論硬いﾃｰﾏもあります。

Ａ:広域避難用出入口はあるが、心無い競馬場
利用者や不審者対策で閉めている。
Ｑ:（１）JR や東急高架下道路の拡幅を。①大
井第一小学校の下のガード ②区役所前の
道路（２)一本橋通りの拡幅の予定は？
Ａ:（１）②拡幅予定です
が費用がとてもかかる
ので…。
（２）買収は終
了。工事にあと２〜３年
かかります。
Ｑ:2010 年春大井町に誕生す
る劇団四季の劇場『夏』が大井地区に果たす
役割は。
Ａ:品川区の中心地大井町と大井地区の活性
化。ただ、『きゅりあん』もだが、駅に近す
ぎるため、来場者が駅に直行せず、回遊性を
つけて商店街を利用するようにしてほしい。

ちょっとした話ながわ
≪衆議院選挙≫8/18 公示 8/30 投開票

選挙費用 国⇒東京都⇒品川区 という流
れで予算が来ます。今回は１億
5075 万円！
Ｑ：①区有の余剰地を田畑にし
内訳は、人件費（区職員、ｱﾙﾊﾞｲﾄ、投票所の
て食育に活用しては。②他の
立会人等。投票所は全 43 ヶ所）で約 6200 万
自治体（過疎地など）と手を
円、委託料（ﾎﾟｽﾀｰ掲示場の看板設置等。掲
組んで子どもに農業等の体
示場は全 344 ヵ所！）で約 4100 万円、など。
験学習の ｸｲｽﾞの答え ：⑧ 旧八 潮南 小学 校
供託金 立候補者は、300 万円の供託金を納
機会を。 61.86％（区内でも１位さらに平成 めます（得票が有効投票の 1/10 に満たない
Ｑ：品川区 19 年区議選や参院選でも区内 1 と没収。ちなみに区議選は 30 万円）。
民公園の 位 ！ ） そ の 他 順 番 に 、 明 晴 学 園
公示 「選挙をすると通知すること」ですが、
競馬場側 60.07％、城南二小 55.34％、浜川 衆議院だけに使用されます。参議院選挙や他
に出入口 小 54.02％、鮫浜小 53.26％、城南 の選挙は「告示」といいます。また、「総選
を作って。小 52.37％、立会小 52.36％、鈴ヶ 挙」も衆議院の選挙のみに使われます。
森中 52.13％、鈴ヶ森小 47.54％
☆第１回総選挙（1890 年）
の投票率は歴史上最高
の 93.91％でした。
月
ＪＲ大井町駅前
、駅前にいます！

朝

火 京急青物横丁駅前
8/30
投票を!!
◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
＜お詫び＞
◎議会等の事情で変更する場合があります。金 京急立会川駅前
衆院選期間中は公選法により、『区
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00‑9:30 頃
政報告』は配布できませんので選挙

前後はお休みさせていただきます。

