
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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    

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    高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ    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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

区内の私立学校、昔の名前は？ 

 次の①～④の区内私立学校のかつての名

前を選んで下さい。 

①文教大学付属中・高（旗の台３丁目） 

②朋優学院中・高（ほうゆう,西大井６丁目） 

③品川ｴﾄﾜｰﾙ女子（南品川５丁目） 

④青稜中・高（二葉１丁目） 

a.立正学園女子  

b.小野学園女子 

c.中延学園女子  

d.青蘭学院 

e.品川女子学院  

f.町田学園女子 

 

高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール        平成23年4月5,232票（１位）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１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１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！ 
 しがらみのない無所属 
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地方自治体は、地方青 

少年問題協議会法により 

付属機関として、青少年 

問題協議会を設置できま 

す。この協議会は、青少 

年の指導、育成、保護に 

ついて重要事項を審議したり、関係行政機関の

連絡調整を図るなどの事務を行います。 

 私は、平成 23 年度に引き続き委員となって

います。他に区長など区の管理職、警察署長、

保護観察所・児童相談所・職業安定所・家庭

裁判所などの職員、区内学校長、保護司、民

生委員、PTA・商店街関係など青少年にかかわ

りのある委員で構成されています。（計 55 名） 

7/12 に開催された会議の一部のご報告です。 

≪児童虐待相談の状況≫ 

(東京都品川児童相談所報告より) 

◇虐待相談受理状況◇ 

品川児童相談所管轄＝品川･目黒･大田の３区 区区区区    平成平成平成平成 21212121    平成平成平成平成 22222222    平成平成平成平成 23232323    品川品川品川品川    ９１ １４９ １３８ 目黒目黒目黒目黒    ３９ ７１ ５９ 大田大田大田大田    １８９ ３６０ ３３７ 

全相談における虐待相談は、32％を占めます。 

 

☆虐待相談とは、児童（０～17 歳） 

が虐待を受けているという相談や通報です。 

 品川区の虐待相談は、23 年度は、減少しま

したが、24 年度は、４月 11 件、５月 14 件、

６月 17 件で合計 42 件、前年同月までの 36

件を超えています。 

 様々な事情で養育が困難になった子どもを

家庭的な環境で養育するのが養育家庭制度

（里親里子制度。養子縁組を目的としません）

です。このような養育家庭は、区内に８家庭

あり、６人の里子がいます。 

2010 年、杉並区の養育（里親）家庭で３歳女

児虐待死事件が起きて（2012/7/13 懲役９年

の判決）、養育家庭の虐待が社会問題となりま

した。都は、里親支援事業を行い、養育家庭

を支援していますが、区などを含めた地域全

体で養育家庭を支える必要があります。 

☆児童相談所は、都の施設です。しかし、区

の施設とした方が、きめ細かく相談や保

護が行えるとして 23 区は、東京都に

区への移管を求め、現在、移管に向

けて都と区で協議中ですが、なかな

か進展していません。 

◎◎◎◎東京都品川児童相談所 3474347434743474----5442544254425442    

北品川３丁目、京急新馬場駅前北品川３丁目、京急新馬場駅前北品川３丁目、京急新馬場駅前北品川３丁目、京急新馬場駅前    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 みんな・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 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！    

☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。    

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：①：①：①：①aaaa②②②②cccc③③③③ffff④④④④d d d d     

①②④は、女子校からの共学化

です。ｂ（西大井１丁目）、e（北

品川３丁目、かつて島倉千代子、

山口百恵、桜田淳子、広末涼子

等が在籍）、の２校は現在も同じ

校名です。 

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、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！ 

 

ちょっとした話ながわ 

◇日曜開庁利用者、10 万人到達 

品川区では、平日に来庁するのが困難な方が、

利用できるように毎週日曜日に開庁しています

（8:30～17：00）。2008 年 1 月から 4 年半となる

7/1 に延べ 10 万人に達しました。 

▽23 年度の利用状況のベスト３は、 

 ・住民票の写し 11792 件（27.0％） 

 ・印鑑登録証明書 7436 件（17.0％） 

 ・住所変更      6805 件（15.6％） 

▽１日の来庁者は、約 450 人。繁忙期（３～５月）

は、700～1000 人（2012 年 4/1 は、1010 人）。区

によると利用者の中心は、20～40 代。 

▽火曜日は、19 時まで窓口を延長しています。 

☆取り扱い業務は、限定されています。ご確認の

上、お越し下さい。  （区民委員会資料他） 

 

ズ 

◇大田区内 京急が完全高架化 

 京急電鉄は、大田区内の線路をすべて 

高架化して運行する日が 10 月 21 日の始 

発からに決まったと発表しました。 

 京急本線の平和島～六郷土手と空港線 

の京急蒲田～大鳥居の下り線の高架化工 

事を進めています。今回の下り線の高架 

化に伴い、遮断時間が最大 53 分あった踏 

切を含め、全 28 踏切が無くなり、交通渋滞が解

消されるとともに、踏切事故の解消による安全性

の向上等の効果が見込まれます。 

 箱根駅伝の名物だった国道 15 号（第 

一京浜）を横切る踏切もなくなります。 

☆品川区内は、すでに高架化しています 

（参考：京急電鉄ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ他） 

◇ふん害に飼い犬税検討 

 大阪・泉佐野市長は、犬のふんの放置対策の

財源として飼い主に課す法定外税「飼い犬税」

の導入を検討。市は、飼い犬や猫のふんを公共の

場所に放置した場合、１千円を徴収する環境美

化推進条例を制定しているが、人手不足もあっ

て徴収件数はｾﾞﾛ。今後もふん害が改善されな

ければ飼い主に課税し、税収で取締員を雇い、

対策を徹底したい考え。２年後をめどに条例を

制定するという。総務省によると、ﾍﾟｯﾄを対象

とした課税例は、現在、ないという。（参考：

6/27 朝日新聞）☆ﾏﾅｰの向上が求められます。 

※法定外税･･･地方税法で定める税以外に自治

体が独自に設けられる税。導入には総務相の

同意が条件。東京では、ﾎﾃﾙや旅館宿泊に宿

泊税をかけています。過去に多くの自治体で

「犬税」がかけられていましたが、徴税ｺｽﾄ

の問題からすべて廃止されています。 

 

◇防災ラジオ、区が購入助成 

緊急情報を伝達する品川区防災行政無線

は、屋内では、ｽﾋﾟｰｶｰからの音声情報が聞き

取りにくいという現状があるので、区では、

この行政無線を自動的に受信できる防災ﾗｼﾞｵ

をあっせんし、購入代金の一部を助成していま

す。※7/2～3/10受付、10 月中旬配達開始 

▽標準価格８千円：懐中電灯・AM/FM ﾗｼﾞｵ付 

・高齢者（65歳以上）・障害者のいる世帯等 

     ⇒6000円助成（自己負担2000円） 

・一般区民⇒4000円助成（自己負担 4000 円） 

▽申し込み実績 7/8 現在（７日間）779台 

お問い合わせ⇒防災課 5742-6695 

◎予算額◎予算額◎予算額◎予算額    防災ﾗｼﾞｵあっせん等防災ﾗｼﾞｵあっせん等防災ﾗｼﾞｵあっせん等防災ﾗｼﾞｵあっせん等    

2720272027202720 万円（万円（万円（万円（5000500050005000 台）台）台）台）    

 
今週の書架 

☆『☆『☆『☆『五反田駅はなぜあんなに五反田駅はなぜあんなに五反田駅はなぜあんなに五反田駅はなぜあんなに    

高いところにあるのか高いところにあるのか高いところにあるのか高いところにあるのか』』』』    

（（（（長谷川裕長谷川裕長谷川裕長谷川裕    草思社草思社草思社草思社    1600160016001600 円円円円））））    

 東京周辺の変てこな駅を見て歩くことか

ら、ﾚｰﾙについての歴史的悲喜劇や火災事故

の教訓が電車を変えてきた話など、鉄道の

うんちく話や楽しみ方を教えてくれるエッ

セイです。題名の東急池上線五反田駅のナゾ

や品川駅の南にあるのになぜ「北品川駅」なの

か（京急）、といった第２章 

がおもしろいです。 


