
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    
    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    
※毎週、区政や区内の出来事 

についてご報告しています 

2010201020102010 年年年年 9999 月月月月    No.148 

    

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 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    検索 
☆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 事 橋しんじ 務所 
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。 
平成平成平成平成 19191919 年年年年４４４４月月月月    無所属無所属無所属無所属・・・・新人新人新人新人としてとしてとしてとして    
2541254125412541 票票票票のののの支持支持支持支持をいただきをいただきをいただきをいただき初当選初当選初当選初当選！！！！    
 ☆初心を忘れずにガンバります！ 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        

 

しがらみのない無所属 

☆住民基本台帳ｶｰﾄﾞ 
  不正取得事件発生！ 
①8/5 品川区役所で偽造運

転免許証を提示し、即日
交付。本人（免許証の持
主）に「交付確認書」が
送付され発覚。ｶｰﾄﾞは無
効、警察へ被害届提出。 

②6/22 品川区で偽造免許
書を使い転出証明書を取
得し、大田区で転入届け
と同時に住基ｶｰﾄﾞの即日 

交付を申請。本人（品川区）
から「なりすまし転出届をさ
れた」と連絡が入り、両区は
転入・転出を無効とした。 
◇対策対策対策対策    品川区では、8/10
より運転免許証確認ｼｽﾃﾑ
導入や IC ﾁｯﾌﾟ等による確認
を実施しています。 
☆不正取得不正取得不正取得不正取得はははは11111111区区区区でででで25252525件発件発件発件発
生生生生。。。。ｶｰﾄｶｰﾄｶｰﾄｶｰﾄﾞ゙゙゙のののの即日交付即日交付即日交付即日交付のののの区区区区をををを狙狙狙狙
ったったったった犯罪犯罪犯罪犯罪ですですですです。。。。区区区区にににに徹底徹底徹底徹底したしたしたした
対策対策対策対策をををを要望要望要望要望しましたしましたしましたしました。。。。    

【視察】五反田文化ｾﾝﾀｰ（10/1
ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ予定。西五反田 6
丁目。目黒線不動前駅等から 10～
15 分）。音楽ﾎｰﾙ、ｽﾀｼﾞｵ、講習会、
ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ等の視察をしました。 
◇ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ－見ごたえあり !! 
ﾄﾞｰﾑ直径 12m、座席数 86 と改築前
の約 2 倍規模に。料金は、大人 200 
円、4 才～中学生 50 円。3 才以下
無料。小さいお子 
様とﾏﾏのﾍﾟｱｼｰﾄ 
（写真）も。投影 
時間は約 50 分。 
 

◇音楽ホール 
250 人定員の 
本格的なﾎｰﾙ。 
☆ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 
は、9/23,25, 
26 に無料特別撮影予定（１日３
回）です、ぜひ！  文化ｾﾝﾀｰは、
幼保一体施設、第一日野小学校、
図書館等との複合施設です。 
▽予算額予算額予算額予算額＝＝＝＝文化文化文化文化ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ約約約約４４４４億億億億
8400840084008400 万円万円万円万円。。。。幼保一体施設幼保一体施設幼保一体施設幼保一体施設    約約約約 1111
億億億億 4400440044004400 万円万円万円万円。。。。第一日野小学校第一日野小学校第一日野小学校第一日野小学校
改築改築改築改築工事工事工事工事    約約約約 23232323 億億億億 3793379337933793 万円万円万円万円    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
  ☆戸籍のみの 100 歳以上、何人？ 
東大阪市で、存命なら森鴎外と同級生の
149 歳（！）という事例があるなど、100 歳
以上で戸籍に住所の記載がなく、亡くなってい
る可能性の高い方が全国に約23万4000人い
ることが報道されています。 

さて、品川区では、100 
歳以上で戸籍があって住所 
の記載のない方の最高齢は、 
何歳でしょうか？ 

①110 歳 ②120 歳 
③130 歳 ④140 歳 
⑤150 歳 

（9/14 区民委員会報告より） 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 今週の書架 
☆☆☆☆『『『『東京東京東京東京のののの階段階段階段階段    

「「「「都市都市都市都市のののの異空間異空間異空間異空間」」」」階段階段階段階段のののの楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方』』』』    
（（（（松本泰夫松本泰夫松本泰夫松本泰夫    日本文芸社日本文芸社日本文芸社日本文芸社    1600160016001600 円円円円））））    

最近、坂や階段の街（長崎、神戸、尾道
等）が脚光を浴びてます。また、『坂道ｳｫｰｷ
ﾝｸﾞのすすめ』（目黒区発行）は、人気で増
刷。この本は、歩いて楽しむために東京の階
段を紹介。区内では「東五反田の中央だけ階
段」「東品川の急階段」（東品川１）」「上大
崎１丁目の手すりが曲がった階段」 
「北品川の草むら階段」等が紹介 
されています♪～ 

月 ＪＲ大井町駅前 
火 京急青物横丁駅前 
木 ＪＲ大森駅前  
金 京急立会川駅前 
☆ 各 7:00-9:30 頃 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をお配りしています。 
◎議会等の事情で変更する場合があります。 
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！ 

 

ズ  
ちょっとした話ながわ 

コンビニ納付の住民税を店員が着服 
8/31、港区のｺﾝﾋﾞﾆで住民税（個人住民税）を
50 代男性ｱﾙﾊﾞｲﾄ店員が着服。この店員は、納
付書４枚に受領印を押したが、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞの読み
取りは１枚しか行わず、残り 3 枚分は、レジに登
録されていなかった。ﾚｼﾞから発行されるﾚｼｰﾄ
を受け取らない客が多いことを悪用した模様。 

（参考：22/9/3『都政新報』） 
☆今回は、区から督促状が送付されたことか
ら発覚しました。ｺﾝﾋﾞﾆ側に対策を要望する以
外に具体的な対策がないのが実情です。年金
等の公共料金も納付できますのでｻｰﾋﾞｽ確保
と信頼性の維持の両立を区に要望いたします。 
 
 

9/25,26 は、しながわ宿場まつりです！ 
旧東海道沿いの北品川八ッ山から南品川青物横
丁まで約２㌔の間（京急北品川駅下車１分） 
9/26 ▽12:00 八ッ山からﾊﾟﾚｰﾄﾞ開始 

ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ、江戸風俗行列等約 1000 人 
▽16:00 大抽選会（聖蹟公園） 

▽他にもﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、露店、各種ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽなど、
たくさんのｲﾍﾞﾝﾄが予定されています。 

詳細は、まちづくり協議会（03-3472-4772）や 
しながわ観光協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご確認下さい。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜おおおお詫詫詫詫びびびび＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞    
区長選(9/26 告示、10/3 投開)選
挙中は公選法のため配布自粛しま
す）、視察（10/6～）等のため区政
報告の配布をしばらくお休みさせて
いただきます。 

◇9/20（月）は敬老の日 
※9/1 現在、高齢者人口は… 
 65656565 歳以上歳以上歳以上歳以上    うちうちうちうち 75757575 歳以上歳以上歳以上歳以上    
男性男性男性男性    ２８，９３３ １１，９１５ 
女性女性女性女性    ４０，９９１ ２１，１９８ 
合計合計合計合計    ６９，９２４ ３３，１１３ 

65 歳以上の高齢者は人口の約 20％です。また、 
最高齢は、男 106 歳 1 名、女 107 歳３名です。 
◇品川区では、高齢者福祉週間に高齢者への
様々な事業を行っています。 
（（（（１１１１））））おおおお祝祝祝祝いいいい事業事業事業事業    
・シルバー成年式（9/25）－満 70 才以上の方を
ご招待し、きゅりあん大ﾎｰﾙで式典や落語等の
ｲﾍﾞﾝﾄを開催。平成 21 年度参加者 830 人 

▽22222222 年度予算額年度予算額年度予算額年度予算額    約約約約 690690690690 万円万円万円万円    

・長寿お祝い事業 
80～101 才以上の方々（予定人数 4381 人）に年 
齢に応じて区内共通商品券を贈呈します（3 千
～３万円）。100 歳の方（9/1 現在 53 人）には、
区長が訪問します。80 歳以上の方には民生委員
を通じて贈呈します。▽予算額 約 2340 万円 
（（（（２２２２））））イベントイベントイベントイベント    
・敬老の日の集い（9/20）－各ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰで。 
・高齢者ゲートﾎﾞｰﾙ大会（10/27） 
           ▽予算額予算額予算額予算額    約約約約 22222222 万円万円万円万円 
・ｼﾙﾊﾞｰﾀﾞﾝｽﾊﾟｰﾃｨｰ（11/27） 
           ▽予算額予算額予算額予算額    約約約約 37373737 万円万円万円万円 
・在宅介護者激励の集い（11/22） 
 ラフォーレ東京にて交流会、 
 体験発表会、表彰など。 
☆高齢者高齢者高齢者高齢者のののの生生生生きがいづくりはきがいづくりはきがいづくりはきがいづくりは、、、、    

今後今後今後今後もももも政策政策政策政策のののの重要重要重要重要なななな柱柱柱柱ですですですです。。。。    
 

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：④④④④ 全体では
1007 人。120 歳以上は 185 人、
最高齢は、明治２（1869）年生ま
れの 140 歳で男性。年金や選挙
権は住民基本台帳が基になっ
ているのでこのように戸籍が
残っていても行政ｻｰﾋﾞｽの不正
受給にはつながりません。 

 
 

 

 
 
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） 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 
Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    


