☆☆ 品川区イズ ☆☆
品川区内にあるＪＲ山手線の駅は、大崎、
五反田、目黒の３駅です。３駅とも明治時
代に開業しました。さて、開業した順に並
べるとどれが正しいでしょうか？
ちなみに最も早い品川駅（港区）は、1872
（明治５）年の開業です。
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No.
品川区議会議員
無所属
高橋 しんじ

①大崎⇒五反田⇒目黒
②大崎⇒目黒⇒五反田
③五反田⇒目黒⇒大崎
④目黒⇒大崎⇒五反田
⑤目黒⇒五反田⇒大崎

※毎週、区政や区内の出来事
についてご報告しています

８月中旬に都立新宿高校で高校３年生
対象の大学受験向け日本史夏期講習会が
１週間実施されました。これは、教員の
授 業力 向 上 のた め の 研修 会 でも あ りま
す。授業者は、都立高校教員（新宿高校
以外も）や外部講師（予備校講師等）で
90 分間、大学入試必出のﾃｰﾏ（税制史、教
育史、日本と朝鮮関係史、労働・社会運
動史他）ごとに授業します。普段教えて
いない生徒に対して授業をしますので教
員も生徒も緊張感をもって臨みます。授
業後のﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝでは参加教員から授業
について様々な（辛口の？）指摘があり、
授業改善になります。また、新宿高校以
外の生徒も受講可能で塾や予備校に行か
ずに大学受験の学習ができるので生徒か
らもとて
も好評で
す。

私は、「沖縄・北海
道史」の授業をしまし
た。満席（写真右）の
生徒達は熱心に参加し
ていました。このよう
な緊張感のある研修
会は、教員と生徒にと
ってとても有意義で
あると実感しました。

ちょっとした話ながわ
◇大森駅水神口駐輪場、増設（204 台）完成間近◇
区によると 9/5 頃から使用できる予定です。自
転車の当日利用 204 台分が増設されます。
☆皆様のご要望が実現しました！
◇品川区役所食堂で食中毒発生◇
都は、８/17〜21 に食事をした 39 人（一般客４、
区職員 30、都職員５）が下痢や嘔吐などの症状を
訴え、４人が入院したと発表。冷やし中華の具材
からサルモネラ菌が検出され、区保健所は集団食
中毒と断定。区は、28 日から 4 日間、食堂を経営
する「ｱﾀｰﾌﾞﾙ松屋ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ」（中央区）に対し、
食堂の営業停止処分を行なう。読売新聞 09/08/28
☆再発防止の施策を区に強く要望します。

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。

高橋しんじプロフィール
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
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発行所 品川区議会無所属クラブ
発行者 高橋慎司（副幹事長）
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Tel 03‑5742‑6864
Fax 03‑3772‑8878

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！

政務調査費収支報告
◎

政務調査費は、会派（無所
属クラブは３人で構成）に支
給されています。
平成 21 年４〜６月分政務調
査費の収支内訳を次のとおり
ご報告いたします。

☆９月 30 日〜10 月 15 日 決算特別委員会
平成 20 年度の歳入・歳出の決算や各部署
の施策（成果）について区側から提示されま
す。それをもとにしてほぼ全員の区議会議員
が質問して区側が答弁するという連日８〜
９時間にわたる委員会です。質疑は区政全般
にわたります。質疑の内容は、後日『区政報
告』でご報告いたします。
支

出

調査研究費（調査・視察費・交通費等）

☆平成 21 年４〜６月分
収 入
政務調査費
19 万円×３人×３ヶ月

◇９月 17〜10 月 21 日 第３回定例本会議
☆24〜29 日
常任委員会・特別委員会

1,710,000

0

研修費（研修会参加費・交通費等）

51,290

会議費（会議開催経費・参加費等）

0

資料費（書籍・新聞・雑誌・資料購入代等）

113,694

広報活動費（広報印刷費・送料・交通費等）

181,040

事務費（事務用品機器購入費・HP 維持費等）

53,200

人件費（政務調査活動補助アルバイト代等）

137,500

合計

536,724

※支出項目の一部についてご説明します。
【研修費】
・研修会参加費：
『第１回市町村議会議員セミ
ナー「自治体は変わるか」
』参加
（主催：全国市町村国際文化研修所）

※政務調査費は、３ヶ月ごとに支給され、収支
も３ヶ月ごとに区議会議長に報告していま
す。

◎民主党が 308 議席を獲得した第 45 回総選挙
投開票日翌日（8/31）の各紙社説の題です。

☆ 小選挙区候補者確定得票（都選管発表）
松原 仁氏 163,791(うち品川区 101,113)
石原宏高氏 121,699(同 76,110)
沢田英次氏
28,221(同 19,117)

☆ 比例東京ブロック党派別確定得票
「衆院選 民主圧勝 国民が日本を変えた
※品川区での得票のみを記載します。
政権交代、維新の気概で」
（毎日新聞）
民主党
78,193 共産党 19,827 国民新党 2,546
「変化求め民意は鳩山民主政権に賭けた」
自民党
52,713
社民党 7,767 新党日本 2,554
（日本経済新聞）
公明党 18,979 みんなの党 12,863 諸派 1,121
「民主政権 現実路線で国益守れ
保守再生が自民生き残り策」
（産経新聞）
「民主党政権実現 変化への期待と重責に応え
クイズの答え：④【目黒駅 1885（明治 18）年
よ」
（読売新聞）
⇒大崎駅 1901（明治 34）年⇒五反田駅 1911（明
「民主が圧勝 自民落城 歴史の歯車が回った」
治 44）年】目黒駅は、当初、目黒川沿いの低地
（東京新聞）
（現目黒区）に施設予定でしたが蒸気機関車の
「民主圧勝 政権交代
ばい煙で田畑が荒される、鉄道が他国の悪疫を
民意の雪崩受け止めよ」
運ぶ等、地元民が反対し、ひと気のなかった権
（朝日新聞）
之助坂の上（現品川区上大崎）に開設された。
☆投票率（小選挙区）
品川区 66.03％
男 65.86％女 66.18％
ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
（前回 65.44％）
火 京急青物横丁駅前
有権者数 302,146 人
◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
投票者数 199,497 人 ◎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
(期日前投票 40,403 人) ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00‑9:30 頃

