☆☆ 品川区イズ ☆☆

00000000

◇選挙ﾎﾟｽﾀｰ掲示板の番号って？

No.

区議会議員選挙では、選挙ﾎﾟｽﾀｰを掲示
板に貼ります。次のうち正しいのは？
①候補者は、どこに貼っ
てもよい（早い者勝ち）。
②告示日に掲示板番号のク
ジを引き、番号が決まる。
③告示日の立候補届出順が
掲示板の番号になる。
◎難易度 ☆☆☆
◎区議会議員選挙経費
昨年 10 月区長選
１億 8012 万円

348

2015 年 4 月

品川区議会議員
無所属

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています
高橋 しんじ

区政は、最も身近な「政治」‐いま、これからの品川を考える－
区政は、最も身近な「政治」‐いま、これからの品川を考える－
平成

しんじ

が

27

●しゅう『(週)刊しんじ新聞』106 万

部突破！

８年間、毎朝駅頭で配布。 続けます！
●しがらみのない無所属。一貫します！

年 日直 しんじ

しょ心を忘れず じっ行します！

●じぶんで調べます。365 日現場主義！

◇ あなたが子どもを育て
たくなる街にします！
・待機児童ゼロの実現
・在宅子育て支援充実
◆幼稚園・保育園・小学
校・中学校の連携強化
・学校教育の充実
・子どものﾗｲﾌｽ
ﾃｰｼﾞでの地域支
援拡充

○教育改革・子育て支援
○防災、安心・安全なまちづくり
○スリムな区政・議会改革
◇あなたの視点で改革を徹底し
ます！
・ﾑﾀﾞをなくす行政改革の徹底
・子どもにツケをまわさない
◆「小学６年生」にもわかる「見え
る化」を
・もっとｵｰﾌﾟﾝな区政･議会に
・積極的な情報発信を

◇ あなた のいのちを守る
街にします！
・災害に強い街づくり
・住宅密集地の整備
◆地域力活用のしくみを
・地域防災活動支援
・協働による防犯対策

高橋しんじプロフィール
高橋しんじ８年間の通信簿は反対面へ！

高 橋しんじ 事 務所
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：
検索

品川区 高橋しんじ

☆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。

◎若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小学校・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。
◎鈴ヶ森小学校同窓会副会長
◎平成 19 年４月、初当選（2541 票。無所属・
新人として最多）。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。
◎『議員力検定１級』
☆初心を忘れずにガンバります！
しがらみのない無所属

子育て・教育
私の主張した政策
・子どもを育てたい街
に

◇基本姿勢◇
☆『週刊しんじ新聞』を駅頭で毎日配布
⇒◎
☆政務活動費の支出を『週刊しんじ新聞』
やホームページで報告
⇒◎
☆ご要望を区に伝え実現する
⇒◎

福祉

評価 達成状況
○ 待機児童
ゼロが実
現せず
・教育改革推進とﾌｫﾛｰ
○ 今後も検
証すべき
・幼稚園、保育園、小 ◎ 多 様 な 施
策実現
学校、中学校の連携

私の主張した政策
評価 達成状況
・
「いのち」を守る施策 ◎ 防災、安全施策
の充実
充実
・安心安全の地域医療
○ 都との連携充
を
実を
・水と緑を活かした環 ○ 川・運河沿いの
境先進都市に
施策充実を

☆不十分な点を改善していきます！

☆防災への備えは。まだ不十分です！

ｽﾎﾟｰﾂ・文化
改革

☆「見える化」の改革を強く進めます！

☆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(郵
送他)
送他)いたします。ご連絡ください。

安心・安全・環境

私の主張した政策
評価
達成状況
・高齢者が安心して暮 ○ 特 別 養 護 老
人ﾎｰﾑ不足
らせる街
・障がい者と家族が安 ○ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ不
心して暮らせる街
足
・高齢者、障がい者が ○ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞ
働きやすい街
ｲﾝの促進を

私の主張した政策
評価
達成状況
・区政、区議会の「見 ○ 区議会でのﾈ
ｯﾄ中継実現
える化」
・行財政改革の徹底
○ 公共施設のｺ
ｽﾄ検討必要
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、NPO 支援 ○ 補 助 金 の 充
改革
実を要望中

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６２

私の主張した政策
評価
達成状況
・老若男女が快適にｽ ◎ ﾆｰｽﾞに応じ
ﾎﾟｰﾂできる街
た支援体制
・文化芸術が育ち芽吹 ◎ 区 民 芸 術 祭
く街
開催
☆ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催への施策の充実を！
「5 政策分野」の自己評価
◎…実現した
○…一定の成果はあるが不十分な
点があり、さらなる取組み必要

☆実現したご要望の一部です
・鮫洲運動公園少年野球場の様々な施設整備
・障がい児の放課後預り事業を拡大
・全区職員が顔写真入名札をつける
・小中学校の特別教室に冷房整備
・乳がん検診の受診予約方法の改善
・JR 大森駅水神口駐輪場地下化
・南大井水神保育園付近交差点に横断歩道設置
・JR 大井町踏切隣喫煙所にﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置
・京急立会川・大森海岸駅にエレベータ－を設置
・南大井交差点歩行者用信号 LED 化で安全に
・大井町ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ職員の勤務態度改善
・小中学校の教室に遮光（しゃこう）ｶｰﾃﾝ設置、…他
クイズの答え：③
「立候補届出順を決
クイズの答え：③告示日に、１：
めるｸｼﾞを引く順番を決めるｸｼﾞ」を引きます。２：
１のｸｼﾞを引いて決まった順に立候補届出順を決める
ｸｼﾞを引く。３：やっと立候補届出順が決まります。
その順番がﾎﾟｽﾀｰ掲示板での番号になります。複雑！

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
火 京急青物横丁駅前
◎『区政報告』
『区政報告』をお配りしています。
『区政報告』
木 ＪＲ大森駅前
◎議会等の事情で変更する場合があります。 金 京急立会川駅前
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00-9:30 頃

