
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

2011201120112011 年年年年 1111 月月月月    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
品川区内には大井、品川、荏原の３消防

署があります。そのうち大井消防署は、滝
王子出張所、八潮出張所とともに南大井、
東大井、西大井、大井、八潮、勝島等の地
域を分担し担当しています。さて、これら
大井消防署管内大井消防署管内大井消防署管内大井消防署管内におけるにおけるにおけるにおける 22222222 年年年年のののの救急出場救急出場救急出場救急出場
件数件数件数件数はははは、、、、何件何件何件何件でしょうか？ 

 
①1115 件  ②2115 件 
③3115 件  ④4115 件 
⑤5115 件 

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 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！ 
『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定１１１１級級級級』』』』合格合格合格合格（（（（22222222 年年年年 12121212 月月月月））））    
 ☆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 

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    

No.161 

～おめでとう！ 2593 人 ～ 
1/10（月）「きゅりあん」において『品川区

成人式記念式典が開催されました。成人成人成人成人されされされされ
たたたた方方方方はははは、、、、2593259325932593 人人人人（（（（男男男男 1335133513351335、、、、女女女女 1258125812581258））））。。。。式典式典式典式典にににに
はははは約約約約 1400140014001400 人人人人がががが参加参加参加参加。。。。「新しく成る人、社会へ出
陣ぜよ！」というキャッチコピーでした。 

この年代の方々は、まだ学生の方も 
多く、「社会に出る」という実感が無い 
かもしれません。今、思い出すと私も 
そうでした。しかし、選挙権を有する 
など、社会社会社会社会（（（（大人大人大人大人））））のののの側側側側はははは、、、、大人大人大人大人としとしとしとし    
てててて接接接接することになりますすることになりますすることになりますすることになります。。。。ぜひ、「大 
人としての自覚」をもって生活して頂 
きたいと思います。よろしくお願いします。 
 さて、式典は、大ﾎｰﾙで品川女子学院品川女子学院品川女子学院品川女子学院吹奏楽
部のﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ演奏（写真下）や祝辞で約 40
分。ちょっと残念だったことは、昨年より新 

成人の方々の私語が
多かったことです。 
☆成人式成人式成人式成人式のののの企画企画企画企画・・・・運運運運
営営営営はははは、、、、公募公募公募公募のののの新成人新成人新成人新成人
11111111 人人人人ががががアイデアアイデアアイデアアイデアをををを出出出出
しししし、、、、実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。
おおおお疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした♪♪♪♪    

 

また、ビンゴビンゴビンゴビンゴ大会大会大会大会も催されました。景品は、
デジカメ、PSP3000、IPOD NANO、DSi など。 

品川区明るい選挙推進協議会による選挙啓選挙啓選挙啓選挙啓
発発発発「「「「模擬選挙模擬選挙模擬選挙模擬選挙」」」」コーナーコーナーコーナーコーナー（（（（写真写真写真写真））））もあり、147

人が投票し、坂本龍馬 
76 票（当選！）、板垣 
退助 32 票、伊藤博文 
31 票という結果でした。 
20 歳代の投票率は、20 
％台です。ぜひとも本 
番の選挙も必ず投票へ! 

～恩師と懐かしい再会～ 
 別の階では区立小中学校当時の恩師恩師恩師恩師（小 21
人、中 20 人）との再会再会再会再会コーナーコーナーコーナーコーナーが学校ごとに設
置され、10 年ぶり近 
くの懐かしいご対面 
で近況報告・記念撮 
影で盛り上がってい 
ました。とても良い 
企画でした。 
▽成人式成人式成人式成人式経費経費経費経費    
    632632632632 万万万万 4444 千円千円千円千円            【【【【鈴鈴鈴鈴ヶヶヶヶ森小森小森小森小・・・・中中中中ののののｺｰﾅｰｺｰﾅｰｺｰﾅｰｺｰﾅｰ】】】】    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月・水 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！！！！

 

 
 

 
 
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。。。。    

 ちょっとした話ながわ 

子宮頸（けい）がんワクチン 
接種費用一部助成開始（1/17～） 

子宮頸がんは、ワクチン接種で予防ができる唯
一のがんです。十分な予防効果は、３回の接種
が必要です（約６ヶ月かかります）。 

▽予算額予算額予算額予算額    3100万円万円万円万円 
対象対象対象対象：中１～３女子。20歳女子。 
※中２、３女子が対象になるのは、経

過措置のため今年度（22 年度）だ
けの可能能性もあります。ご注意を

助成額助成額助成額助成額：１回 8000円（上限 3回） 
       助成期間は、1/17-12/31です。

☆詳細は保健予防課保健予防課保健予防課保健予防課へへへへ �5742-9153    

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：⑤⑤⑤⑤    5115 件で
昨年の4615件より500件増えて
います。１日に平均とすると約 14
件あることになります。また、
救護人数は、4661 人です。この
ように救急車等の利用は、とて
も多くなっております。 

 今週の書架 
☆☆☆☆『『『『プロフプロフプロフプロフ中毒中毒中毒中毒    ケータイケータイケータイケータイ天国天国天国天国    

子子子子どものどものどものどもの秘密秘密秘密秘密がなくなるがなくなるがなくなるがなくなる日日日日』』』』    
（（（（渡辺真由子渡辺真由子渡辺真由子渡辺真由子    主婦主婦主婦主婦のののの友新書友新書友新書友新書    767676762222 円円円円））））    

中高生の７割が利用する「プロフ」の真実
がわかります。「ほとんどの大人はﾌﾟﾛﾌの実
態を知らない」「わがわがわがわが子子子子ががががプロフプロフプロフプロフでどんなでどんなでどんなでどんな情情情情
報報報報をををを発信発信発信発信しししし、、、、受信受信受信受信しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。心配心配心配心配するよするよするよするよ
りりりり、、、、ままままずずずず実態実態実態実態をををを知知知知ることだることだることだることだ…………そしてそしてそしてそして話話話話しししし合合合合っっっっ
てててて欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。このこのこのこの本本本本にはそのためのにはそのためのにはそのためのにはそのためのﾋﾝﾄﾋﾝﾄﾋﾝﾄﾋﾝﾄがががが    
詰詰詰詰まっているまっているまっているまっている」とあります。☆中高生 
へのｲﾝﾀﾋﾞｭｰを行って、ﾌﾟﾛﾌのみを深く 
掘り下げたわかりやすい内容です。 

【【【【収入収入収入収入】】】】４４４４月月月月～～～～９９９９月分月分月分月分        

政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費    

（（（（19191919 万円万円万円万円××××３３３３人人人人××××６６６６ヶヶヶヶ月月月月））））    
3,420,0003,420,0003,420,0003,420,000    

【【【【支出支出支出支出】】】】４４４４月月月月～～～～９９９９月分月分月分月分        

調査研究費調査研究費調査研究費調査研究費（（（（調査調査調査調査・・・・視察費視察費視察費視察費・・・・交通費等交通費等交通費等交通費等））））    96,02096,02096,02096,020    

研修費研修費研修費研修費（（（（研修会参加費研修会参加費研修会参加費研修会参加費・・・・交通費等交通費等交通費等交通費等））））    93,90093,90093,90093,900    

会議費会議費会議費会議費（（（（会議開催経費会議開催経費会議開催経費会議開催経費・・・・参加費等参加費等参加費等参加費等））））    0000    

資料費資料費資料費資料費（（（（書籍書籍書籍書籍・・・・新聞新聞新聞新聞・・・・雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・資料購入代等資料購入代等資料購入代等資料購入代等））））    195,816195,816195,816195,816    

広報活動費広報活動費広報活動費広報活動費（（（（広報印刷費広報印刷費広報印刷費広報印刷費・・・・送料送料送料送料・・・・交通費等交通費等交通費等交通費等））））    361,965361,965361,965361,965    

事務費事務費事務費事務費（（（（事務用品機器購入費事務用品機器購入費事務用品機器購入費事務用品機器購入費・・・・HPHPHPHP 維持費等維持費等維持費等維持費等））））    259,439259,439259,439259,439    

人件費人件費人件費人件費（（（（活動補助活動補助活動補助活動補助アルバイトアルバイトアルバイトアルバイト代等代等代等代等））））    487180487180487180487180    

合計合計合計合計    1,494,3201,494,3201,494,3201,494,320    

    

 
☆政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費は、会派ごとに支給されます。

私の所属する無所属クラブは、議員３人で
構成しています。平成 22 年 4 月～9 月分の
収支内訳を次の通りご報告いたします。政
務調査費は、３ヶ月ごとに支給され、収支
を３ヶ月ごとに区議会議長に報告します。

  今回は、6 ヶ月分のご報告をいたします。
 ▽政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費（（（（22222222 年度予算額年度予算額年度予算額年度予算額    議会費議会費議会費議会費））））    

19191919 万円万円万円万円××××12121212 ヶヶヶヶ月月月月××××議員議員議員議員数数数数＝＝＝＝8892889288928892 万円万円万円万円    
支出支出支出支出のののの一部一部一部一部のごのごのごのご説明説明説明説明    
【【【【調査調査調査調査研究研究研究研究費費費費】】】】    

川崎市議会、広島市、呉市、神戸市視察。
鎌倉市・杉並区事業仕分け参加。 

【【【【研修費研修費研修費研修費】】】】    
『議員力講座』『議会改革は誰のため』『どう
した民主党政権』『マニュフェスト再考』等
の研修会参加、『議員力検定』受検、他。 

ご存知ですか？ 『応急診療所』 
区では、区内医療機関と提携して休休休休

日日日日・・・・夜間夜間夜間夜間のののの診療診療診療診療をををを実施実施実施実施しています。 

①小児平日夜間平日夜間平日夜間平日夜間        20 時～23 時（受付 22 時半）

≪品川区品川区品川区品川区こどもこどもこどもこども夜間救急室夜間救急室夜間救急室夜間救急室≫ 

昭和大学病院中央棟４階 �3784-8181 

                                            ▽予算額予算額予算額予算額    1797万円万円万円万円

②休日昼間休日昼間休日昼間休日昼間・・・・夜間夜間夜間夜間    9 時～22 時（受付 21 時半）

③土曜日夜間土曜日夜間土曜日夜間土曜日夜間  17 時～22 時（受付 21 時半）

       ▽②③②③②③②③のののの予算額予算額予算額予算額    １１１１億億億億 158158158158 万円万円万円万円

②③に診察している医療機関は、品川区ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼの「もしものときは」の「休日夜間診療」で検

索できます。また、『広報しながわ』でも毎号

掲載しています。☆重病の方は、119 番ですが

迷ったら、救急相談ｾﾝﾀｰ、� ＃＃＃＃７１１９７１１９７１１９７１１９へへへへ。

☆平成 19 年から『区政報告』の中で政務調
査費の項目別支出額の公開をさせていただ
いております。なお区議会 HP で会派ごとの
収支報告を公開しています。ご覧下さい。 

 

 政務調査費収支報告政務調査費収支報告政務調査費収支報告政務調査費収支報告    


