
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No.254 

※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 

 

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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

品川区に住みたい⇒世論調査で 91％ 

区が２年に１度実施している世論調査の

結果がでました。品川区に「ずっと住みたい」

⇒53.8％、「当分は住みたい」⇒37.7％で合わ

せて 91.5％でした。（下の記事参照） 

その理由の１位は、次のうちどれでしょうか？ 

①土地になじみや愛着があるから 

②仕事（商売）に都合が良いから 

③住宅に満足しているから 

④周囲の環境が良いから 

⑤交通の便が良いから 

⑥買い物に便利だから 

◎難易度◎難易度◎難易度◎難易度    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

 

2012201220122012 年年年年 12121212 月月月月    

 

 

 

ちょっとした話ながわ 

◇衆院選・都知事選終わる！ 

▽新聞各紙（12/17）の社説から･･･ 

『地に足のついた政治を』『地に足のついた政治を』『地に足のついた政治を』『地に足のついた政治を』            朝日新聞    

『謙虚に政治の安定を』『謙虚に政治の安定を』『謙虚に政治の安定を』『謙虚に政治の安定を』                                毎日新聞    

『謙虚に実績積み信頼取り戻せ『謙虚に実績積み信頼取り戻せ『謙虚に実績積み信頼取り戻せ『謙虚に実績積み信頼取り戻せ    

    －民主政権迷走への厳しい懲罰だ』－民主政権迷走への厳しい懲罰だ』－民主政権迷走への厳しい懲罰だ』－民主政権迷走への厳しい懲罰だ』読売    

『国民をよく畏（おそ）れよ』『国民をよく畏（おそ）れよ』『国民をよく畏（おそ）れよ』『国民をよく畏（おそ）れよ』    東京新聞    

『国家再生へ責任は重い』『国家再生へ責任は重い』『国家再生へ責任は重い』『国家再生へ責任は重い』                        産経新聞    

『決して自民が勝者といえない』『決して自民が勝者といえない』『決して自民が勝者といえない』『決して自民が勝者といえない』日経新聞    

    

▽衆院選（小選挙区東京第３区） 投票率    

62.28％（男（男（男（男 62.3262.3262.3262.32％、女％、女％、女％、女 62.2462.2462.2462.24％）％）％）％）    

   平成 21 年 8/30 同選挙 

66.1966.1966.1966.19％％％％（男（男（男（男 66.1966.1966.1966.19％、女％、女％、女％、女 66.5466.5466.5466.54％）％）％）％）    

▽都知事選 投票率 62.87％ 

☆区政への影響は、現時点では、 

まだ流動的です。今後の都政 

・国政の動きを注視します。 

◇2012 年品川区世論調査結果 

 定住志向は、91.5％でした。JR をはじめ

私鉄・地下鉄が乗り入れていて、駅近くに

商店街が発達している点から「交通の便」

「買い物の便」が評価されています。逆に

評価が低かったのは、「騒音・振動」「空気の汚

れ」等の環境面、高齢者施設・子育て施設の

充実度。今後の課題です。    

▽20 歳以上の区民 1500 人対象 

（回答率 75.6％で 1134 人）。 

6～7 月実施。予算額予算額予算額予算額 401401401401 万円万円万円万円 

☆調査の結果を施策に活かします。 

 

◇品川区議会、いじめ根絶決議採択 

 区議会では、第４回定例会の最終 

日の12/7に「いじめ解決、豊かな心の育成に

向けた取り組みの強化に関する決議」を全会

一致で採択しました。これは、区議会とし

ての決意と区や教育委員会に対していじ

めを生まない学校づくりの施策を求める

ものです。 

決議文の全文を品川区議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで

ご覧いただけます。 

☆区議会として根絶へ全力で取り組みます。 

☆今年は、来週 255 号までです。新年は、

1/10（木）からお配りする予定です。 

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        

開票の様子（2011.4/24 区議選 総合体育館） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。    

 

今週の書架 

☆『☆『☆『☆『社会を生きるための教科書社会を生きるための教科書社会を生きるための教科書社会を生きるための教科書』』』』    

（（（（川井龍介川井龍介川井龍介川井龍介    岩波ｼﾞｭﾆｱ新書岩波ｼﾞｭﾆｱ新書岩波ｼﾞｭﾆｱ新書岩波ｼﾞｭﾆｱ新書    780780780780 円円円円））））    

「社会で生きていくのはとても面倒です」とい

う著者が、社会に出てから遭遇する様々な問題

を具体的に説明し、ｽﾑｰｽﾞに送る方法が著され

ています。ｷｰﾜｰﾄﾞから具体的な解説が。働く⇒

「契約社員と非常勤の違い」、税金を納める⇒

「収入と所得の違い」、保険と年金⇒「生命保

険って何？」、家族を考える⇒「働きながら子

どもを育てる」「介護」、お金と正しく付き合う

⇒「借金は怖い」など。ﾊﾟﾊﾟがお子さんに 

説明するネタ本になりますね、これ♪ 

 

 

◇品川区防災ﾗｼﾞｵ申し込み受付終了 

 区では、緊急情報を自動的に受信できる防

災ﾗｼﾞｵ購入助成を行っていました（標準価格

8000 円⇒自己負担額：高齢者 2000 円、一般

4000 円）が、販売予定台数に達したため、受

付を終了しました（12/11）。 

今後のあっせんは未定です。 

 すでに申し込みした方 

で、まだ、届いていない 

方は、防災課へ。 

防災課：５７４２－６６２５ 

◎予算額◎予算額◎予算額◎予算額    あっせん等あっせん等あっせん等あっせん等    

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

☆私も購入 

しました  ⇒ 

◇選挙事務にかかるお金 

 12/16 に都知事選・衆議院議 

員選挙の投開票が行われました。 

選挙には、区の職員が従事し、 

事務従事手当が支給されます。 

《当日の選挙事務手当など》《当日の選挙事務手当など》《当日の選挙事務手当など》《当日の選挙事務手当など》    

 従事者 手当 

投票事務 463 人 32,729～51,400円 

開票事務 537 人 9,740～16,700円 

  ◎◎◎◎予算額：予算額：予算額：予算額：    

都知事選挙執行費都知事選挙執行費都知事選挙執行費都知事選挙執行費        １億１億１億１億 3009300930093009 万円万円万円万円    

            衆議院議員選挙執行費衆議院議員選挙執行費衆議院議員選挙執行費衆議院議員選挙執行費１億１億１億１億 1470147014701470 万円万円万円万円    

  ☆執行費は、職員への手当の他、ｱﾙﾊﾞｲﾄ 

雇用、立会人費用、掲示板、選挙啓発等、 

様々な費用を含み、都が負担します。従 

事された職員の方々、お疲れ様でした。 

 

 

 

順 Ａ Ｂ 

① 武蔵野 武蔵野 

② 府中 港 

③ 杉並 中央 

④ 中央 文京 

⑤ 品川 千代田 

⑥ 江東 府中 

⑦ 千代田 目黒 

⑧ 文京 品川 

⑨ 立川 渋谷 

⑩ 目黒 世田谷 

参考：参考：参考：参考：12/1112/1112/1112/11 日経日経日経日経    

◇世田谷ナンバー 実現を！ 

 世田谷区は、自動車の「世田谷ﾅﾝ

ﾊﾞｰ」の 2014 年度導入を目指し、今

月中にも「実現する会」を発足させ

る。原動機付自転車（ﾊﾞｲｸ）のご当

地ﾅﾝﾊﾞｰは、練馬区等の例があるが、

自動車のご当地ﾅﾝﾊﾞｰが実現すれ

ば、都内初。ご当地ﾅﾝﾊﾞｰは、国交省

が 06～08 年に全国 19 地域で導入。

「つくば」「富士山」「伊豆」等が誕生

し、好評だったことから、今年７月

に拡充を決めた。 （（（（12/812/812/812/8 東京新聞）東京新聞）東京新聞）東京新聞）    

品川区防災ラジオ 

 
ズ 

◇住み心地  

     武蔵野市ﾄｯﾌﾟ◇ 

不動産ｻｲﾄのﾈｸｽﾄと立教

大が共同で都内主要 42市区

に居住する人に住み心地を

調査。①武蔵野市は、交通

利便性、商業施設充実、自

然豊かな点、②府中市は、

図書館、公園が充実、③杉

並区は、商店街充実、④中

央区は、犯罪が少ない点が 

評価された。 

（表）Ａ＝住んで満足、（表）Ａ＝住んで満足、（表）Ａ＝住んで満足、（表）Ａ＝住んで満足、

Ｂ＝住み続けたいＢ＝住み続けたいＢ＝住み続けたいＢ＝住み続けたい 

クイズの答え：クイズの答え：クイズの答え：クイズの答え：⑤⑤⑤⑤交通の便が良いから

79.9％    ①土地になじみや愛着があ

るから 53.7％ ⑥買い物に便利だか

ら 50.5％ ④周囲の環境が良いから

35.1％ ②仕事（商売）に都合が良

いから 28.8％ ③住宅に満足してい

るから 27.4％ さて、皆さんは？ 

☆お知らせ：ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川で 

『区議会新春挨拶番組』を放映！ 

1/１～３ 8:00～8:20, 

18:00～18:20 の計 6回 

私は 17 秒のご挨拶をします！ 

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！ 


