☆☆ 品川区イズ ☆☆

第１節

◇18 歳選挙権、6 月中旬成立見通し

No.

選挙年齢を「18 歳以上」に引き下げる公職
選挙法改正案が成立の見通しとなりました。
これに伴い、年齢要件が引き下げられるもの
（Ａ）と据え置かれるもの（Ｂ）を答えて下
さい。※18 歳だと高校 3 年生の人もいます。
①衆議院・参議院の選挙権
②地方自治体の首長と議会の選挙権
③最高裁裁判官の国民審査の投票権
④裁判員に選任される資格
⑤被選挙権（立候補する権利）
⑥民法と少年法の成人年齢
◎難易度 ☆☆☆☆
☆☆☆☆
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※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています
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4/26 に投開票が行われ、40 人の新議員が選出
（９
１ １ ２ ２ ２
されました。臨時議会が 5/26･27 に開かれ、区議
１ １ ２ １ ２
会議長には、自民党議員、副議長に公明党議員が
選出されました。また、各議員が１年間所属する
１ ２ １ １ １
委員会構成（常任委員会は、右表参照）、各委員
１ １
１
長・副委員長などが決まりました。
１ １
私は、常任委員会は文教委員会
１ １
に所属。他に、廃棄物減量等推進
☆私は、文教委員会です。
審議会委員、スポーツ協会評議員
※また、政党や会派に所属せず、1 人で活動してい
（継続）となりました。頑張ります！
ます（同じ立場の議員が他にもう一人います）

☆大規模保育施設
予定地（広町 2-1）
◇平成 28 年 4 月、大規模保育施設（区立認可
保育所、定員 300 人）を新規開設
5/26 の文教委員会で審議し、27 日の本会議で可決。
【場所】 広町２丁目（右図の区有地）、1636 ㎡
現在、ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰに駐車場として貸付
【開設時期】 平成 28 年４月
【期間】 開設から５年間 ※再開発等の状況で変更有
【定員（予定）】 300 人、１歳～５歳 ※０歳は無し
【予算】 １億 2541 万円 ※運営は民間事業者に委託
☆保育需要の高まりで今年度の待機児童も 214 人と 87
人増加。早急な対策を求めて参りました。区は、開設予
定を来年４月に前倒ししました。開園まで通園時の安全
確保、保育士雇用確保等の課題解決を求めます！

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：

品川区 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。

品川区役所
四季劇場
大井町駅
高橋しんじプロフィール

平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58票差）のご支持を頂き、現在３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 年初当選（2541 票）、平成 23 年 5232
票（１位）。『議員力検定１級』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

今週の書架

発行者 高橋しんじ
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

４階

☆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。

☆『10
☆『10 代からの情報キャッチボール
代からの情報キャッチボール入門
キャッチボール入門』
入門』
（下村健一 岩波書店 1600 円）
「予備知識は不要です」とうたっています。
LINE、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ、ﾂｲｯﾀｰ、ﾒｰﾙなど、情報を受け
る時、発する時の具体的な事例をもとにとても
わかりやく解説してあります。文字も大きく、
行間も広いので読みやすいです。10 代が読ん
でも大丈夫。もちろん保護者
の方が読んで、説明に活用で
きます。この本の一部は、2015
年度の小学校の国語教科書にも
掲載されています。

ちょっとした話ながわ
◇都教職員らの体罰 ２年連続減少
都教育委員会が 5/21 に公表した 2014 年度の
都内公立学校の体罰実態調査結果で、教職員ら
による体罰は、２年連続で減少した。「学校名の
公表等で、体罰に対する意識が高まり、減少に
つながっているのではないか」と分析。
14 年度に体罰を行った教職員らは、13 年度の
122 人から 68 人に減少。体罰に及んだ理由で最
も多いのは「感情的になってしまった」（42 人）で
全体の６割。「言葉で繰り返し言っても伝えられな
かった」（14 人）。学校名や悪質な事例は、都教
委のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで公開している。
参考：5/22
参考：5/22 読売新聞

ズ
◇一票の価値、実感！相模原市議選…

★公表された悪質な例（一部）
・都立千歳丘高－野球部員が遅刻したりした際、
部員 28 人の頭を拳で殴り、３
人がけが
・大田区立南六郷中－成績表を無断で見た生徒
の顔を叩き、鼻血や上唇
を切るけが
・品川区立第三日野小－授業中に遊んでいた児
童を蹴ったり放り投げたり
して、背中に打撲
☆大変残念ながら、昨年度品川区の
学校でも発生しました。都や区で
体罰防止の研修等を実施してい
ますが、ゼロへ向けた取り組みの
さらなる徹底を強く求めます。
大槻和弘氏の得票数は、小林氏を上回った。
市選管の決定に不服があれば、神奈川県選
管に審査の申し立てができる。県選管の決定
等に不服なら、取り消しを求め東京高裁に提
訴できる。
参考：5/21
参考：5/21 東京新聞他
☆当初、0.661 票差で当落が分かれ、さらに再点
検の結果、一票が発見されて逆転！ということ
になりました。小林氏は申し立ての方向のようで
す。改めて一票の大切さを痛感しました。
【神奈川県相模原市議会選挙 南区選挙区結果】
（4/12 実施 敬称略）
◎最下位当選
小林丈人
3304
次点
大槻和弘
3303.339
次々点
溝沢誠之
3303
開票時は、0.661 票差！で小林氏が最下位
当選（定数 18 で 29 人立候補）。大槻氏は、他
にも大槻姓の候補者がいたので票を按分（あ
んぶん＝分ける）しています。これが逆転へ。

相模原市選挙管理委員会は、5/20、４月の統
一地方選挙（右表）で、0.661 票差で次点とな
った大槻和弘氏などの投票用紙を再点検した結
果、大槻氏への有効票が新たに一票見つかり、
得票数が最下位当選者（注：小林氏）を上回っ
たと発表した。最下位当選した小林氏の審査申
し立てがなければ、大槻氏が当選人となる。
市選管によると無効票の中に
「大つきか○（判読不明）ひ」と
あり、名の一部が判読できなかっ
たが、同じ大槻姓のもう一人の候
補の名は「研」で、和弘氏への票
と認めた。この票（１票）をもと
に和弘氏と研氏で按分した結果、
クイズの答え：
クイズの答え：Ａ①～③、Ｂ④～⑥、
①来夏の参院選にｷﾞﾘｷﾞﾘ間に合う予
定。②東京都、品川区の選挙も適用で
す。⑥民法と少年法の成人年齢は「20
歳以上」のまま変わらず、18
18～
18～19 歳は ◎『区政報告』
『区政報告』をお配りしています。
『区政報告』
選挙権を行使できる一方、少年として ◎議会等の事情で変更する場合があります。
「保護」の対象となるという“ﾀﾞﾌﾞﾙ
「保護」の対象となる
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ（二重基準）”が残ります。

逆転

☆6/20（土）21 時～『出没!ｱﾄﾞ街ｯｸ天国』は青物横丁特集です

月・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 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

