
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

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    

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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

情報発信弱い？ 区市長？？ 

 首長（区長）の定例記者会見は、その自

治体の情報公開・情報発信への姿勢の一面

を示します。世田谷区は、４月に当選した区

長が２週に１度開催し、積極的な姿勢を見せ

ています。また、石原都知事は、原則週一

回です。さてさてさてさて、、、、品川区長品川区長品川区長品川区長はははは、、、、どのくらいどのくらいどのくらいどのくらい記記記記

者会見者会見者会見者会見をしているでしょうか？ 

①年１回 ②年２回 

③年３回 ④年４回 

⑤月１回  

（6/2 ｻﾝｹｲ新聞） 

平成 23 年 4 月 5,232票のご支持をいただ

き、現在２期目。若草幼稚園、品川区立鈴ヶ

森小・中学校、早実高、早大（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。東大研究員、塾などを経て、教

師（早実高、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・新人として初当選（2541 票）。

『『『『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』（』（』（』（22222222 年年年年 12121212 月合格月合格月合格月合格））））    

☆初心を忘れずにガンバります！ 
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No.181 

4/24 に投開票が行われた選挙によって、40 人

の区議会議員が選出されました。新議員による臨

時議会が 5/25 に開かれ、区議会議長には、自民

党議員、副議長には、公明党議員が選出されまし

た。また、各議員が１年間所属する委員会構成（常

任委員会は、右表参照）などが決まりました。 

私は、常任委員会が建設委員会、特別委員会が

震災対策特別委員会（23 年度新設）に所属しま

す。他に、青少年問題協議会委員、スポーツ協会

評議員となりました。頑張ります！ 

 

委員会委員会委員会委員会    総務総務総務総務    区民区民区民区民    厚生厚生厚生厚生    建設 文教文教文教文教    
自民党 ３人 ２ ２ ２ ２ 

公明党 ２ １ ２ １ ２ 

民主・改

革ﾈｯﾄ 

１ ２ １ ２ １ 

共産党 １ １ ２ １ １ 

無所属

品川 

１ ２ １ １ 

 ※ 

１ 

みんな

の党 

   １ １ 

☆私は、※建設委員会です。委員会の人数は

会派の議席数に応じて、割り振られます。 

6/6 の各委員会で報告がありました。 

◇原則原則原則原則 25252525％％％％のののの電力節減方針電力節減方針電力節減方針電力節減方針によりによりによりにより、、、、    

区施設区施設区施設区施設でででで節減対策節減対策節減対策節減対策をををを行行行行うううう。。。。    

    

    

 （区庁舎－照明削減、ｴﾚﾚﾍﾞｰﾀ稼働台数減、 

ｴｱｺﾝの温度高め設定、自販機消灯など）

・図書館－臨時休館日（木）設定、開館時間

短縮（１時間） 

 ・児童センター－臨時休館日設定（７～９月）

  25 館が輪番制で休館します。 

☆ご利用の際は開館しているか、必ず事前

にご確認を。 

 

・すまいるスクール－照明一部消灯、ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ 

等電気機器利用講座などの中止。 

・小中学校－エアコンは、ガス利用なので止 

めず、抑制。教室等の照明の節減をします。

 

 

・夜間学校施設開放－ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞは、 

７～8 月末日まで中止。体育館 

は、一定の計画休館日を設ける。 

・学校ﾌﾟｰﾙ夏季一般開放－７～８月の 

夜間利用を中止。 

・公園運動施設（野球場・ﾃﾆｽ）－同上。 

☆☆☆☆このこのこのこの他他他他のののの区関連施設区関連施設区関連施設区関連施設もももも休館等休館等休館等休館等のののの予定予定予定予定がありがありがありがあり

ますますますます。。。。ごごごご利用前利用前利用前利用前にににに必必必必ずおずおずおずお確確確確かめかめかめかめ下下下下さいさいさいさい。。。。    

 

区民委員会 

文教委員会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 品川 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ５階 

Tel 03-5742-6816  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。。。。    

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 都内 49 区市

長の多くは、定例議会（年４回）

ごとに会見。議案等の説明をメ

インとしています。地方自治（地

方政治）は、一番身近な政治で

す。区長および区の情報発信へ

の積極的な姿勢を望みます。 

◇水曜午後閉庁、土曜午前開庁 

⇒神奈川県海老名市 

 水曜日午後を閉め、代わりに電力需要の少

ない土曜午前に業務をする。7～9 月の 3 カ月

間の予定。開庁日の変更は 

「おそらく全国自治体で初 

めて」（市政策経営課）。 

県内外からの問い合わせ 

が相次いでいる。 

（23/6/4 日経新聞） 

 

◇平成 23 年度 6 月補正予算案◇ 

年度途中で必要が生じた場合に補正予算を組

みます。補正予算案を区が議会に提出し、 

議会が審議します（国会と同様です）。 

【補正予算（案）額】３億 4223 万円 

【主な項目】 

①①①① 震災対策震災対策震災対策震災対策                    2222 億億億億 8652865286528652 万円万円万円万円    

 備蓄物補充・充実、震災対策強化、 

 施設改修費、被災地支援、被災者受け入れ

②②②② 節電対策節電対策節電対策節電対策                        3229322932293229 万円万円万円万円    

③③③③ そのそのそのその他他他他                            2341234123412341 万円万円万円万円    

☆☆☆☆6/236/236/236/23 からからからから議会議会議会議会でででで審議審議審議審議するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。    

◇抜き打ち召集？？◇ 

6/1 梅雨や台風シーズンの水害に備えて品

川区役所で区職員を「抜き打ちで招集」する訓練

が行われた。夜間や早朝の職員が不在になる

時間帯の風水害に対する初動活動態勢を強化

するために、実施日を伏せて平成３年から行っ

ている。この日、区内に水害が発生したとい

う設定で朝 5 時半に電話や携帯メールの一斉連

絡システムで区長、管理職、関係職員ら 

161 人が集まった。対象職員の参 

集率は 96.4％でした。 

（6/2読売新聞、区ＨＰなど） 

☆☆☆☆ﾒｰﾙﾒｰﾙﾒｰﾙﾒｰﾙがががが繋繋繋繋がらないがらないがらないがらない想定想定想定想定のののの訓練訓練訓練訓練もももも！！！！    

 

現在、都の調査では、放射線量は基準値を超えて

いませんが、区民の皆さんの不安の声を受けて、

６月中旬から測定を行います。（区の資料より） 

≪≪≪≪測定内容測定内容測定内容測定内容・・・・場所場所場所場所≫≫≫≫    

・大気－区内２ヵ所（沿岸部・内陸部、地上１ｍ 

で定点観測） 

・土壌－小中学校、幼稚園、保育園、公園について、

それぞれ２ヵ所（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ）。 

・プール－小中学校について２ヵ所（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ）。 

≪≪≪≪測定頻度測定頻度測定頻度測定頻度・・・・期間期間期間期間((((予定予定予定予定))))≫≫≫≫    

・それぞれ週１回程度、23 年６月～24 年 3/31 

・専門機関に委託して検査実施 

☆☆☆☆独自独自独自独自検査検査検査検査実施実施実施実施についてごについてごについてごについてご要望要望要望要望がががが多多多多くくくく、、、、区区区区にににに要望要望要望要望いいいい

たしましたたしましたたしましたたしました。。。。遅遅遅遅くなりましたがくなりましたがくなりましたがくなりましたが実現実現実現実現しましたしましたしましたしました。。。。しししし

かしかしかしかし、、、、皆様皆様皆様皆様がががが誤解誤解誤解誤解してしてしてして混乱混乱混乱混乱しないようにしないようにしないようにしないように検査結果検査結果検査結果検査結果

のののの発表方法発表方法発表方法発表方法のののの十分十分十分十分なななな検討検討検討検討をををを区区区区にににに要望要望要望要望しますしますしますします    

◇東京電力から区に説明がありました。 

「東日本大震災の影響により、東京電力管内 

の電力供給が極めて厳しい状況にあり、夏場夏場夏場夏場

のののの電力需要電力需要電力需要電力需要をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために大井火力発電所大井火力発電所大井火力発電所大井火力発電所

（品川区八潮 1-2-2）敷地内敷地内敷地内敷地内にににに緊急設置緊急設置緊急設置緊急設置するするするする。。。。」

【設備概要ほか】ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電設備２基設置 

・合計出力 20.9万ｋＷ（ｷﾛﾜｯﾄ） 

・使用燃料 都市ガス 

・運転開始 23 年 7 月目標（現在工事中） 

☆☆☆☆「「「「設置工事期間設置工事期間設置工事期間設置工事期間とととと稼働中稼働中稼働中稼働中はははは、、、、環境関連法令環境関連法令環境関連法令環境関連法令

のののの規制値規制値規制値規制値をををを遵守遵守遵守遵守しししし、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの影響影響影響影響をををを少少少少なくなくなくなく

するようするようするようするよう配慮配慮配慮配慮するするするする」」」」とのことですがとのことですがとのことですがとのことですが、、、、    

    二酸化窒素濃度二酸化窒素濃度二酸化窒素濃度二酸化窒素濃度、、、、騒音騒音騒音騒音のののの測定測定測定測定    

などをなどをなどをなどを十分十分十分十分にににに行行行行いいいい、、、、問題問題問題問題がががが生生生生じじじじ    

ないようにないようにないようにないように工事工事工事工事・・・・運転運転運転運転するようするようするようするよう    

にににに強強強強くくくく要望要望要望要望しますしますしますします。。。。区区区区からもからもからもからも強強強強    

くくくく申申申申しししし入入入入れることをれることをれることをれることを要望要望要望要望しますしますしますします。 

◇品川区独自の放射線量測定実施へ 

大井火力発電所、ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ２基緊急設置へ

 
ズ

ちょっとした話ながわ 


