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◇夏の甲子園、今年で 100 年
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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
高橋 しんじ

今年の全国高校野球選手権大会は、1915
（大正５）年開催の前身の第 1 回全国中等学
校優勝野球大会から、ちょうど 100 年。今年
の西東京代表の早稲田実業は、第１回大会の
関東地区代表としても出場しています。さ
て、この時の関東地区の決勝戦の相手校は、
次のどの学校だったでしょうか。
①荏原中（現：日体荏原高校）
②麻布中（現：麻布高校）
③立教中（現：立教高校）
④慶応普通部（現：慶応高校）
⑤成城中（現：成城高校）
◎難易度☆☆☆☆

ちょっとした話ながわ
東日本大震災で落下事故が目立った
つり天井（注）を持つ都内の公立小中学校
の施設のうち 81.4％の 319 棟が補強工事な
どの落下防止対策がとられていないことが、
6/2 文科省の調査で分かった。愛知県、兵庫
県に次いで、全国で３番目に多かった。
【対策が未実施のつり天井をもつ
公立小中学校の施設数（上位７市区）
】
港区
２９ 江戸川区 ２０
板橋区 ２７ 練馬区・世田谷区・府中市
品川区 ２４
１９
つり天井を含めた耐震化について、文科省
は 15 年度中に全校で完了することを目標

に掲げている。補強や撤去にかかる費用の
大部分は、国が負担する。都は、さらに区
市町村の自己負担分を支出し、対策を後押
しする。
参考：6/3
参考：6/3 読売新聞
注 つり天井…屋根裏のｺﾝｸﾘｰﾄに打ち込ん
だ金属棒に石膏ﾎﾞｰﾄﾞなどをつり下げた
天井。騒音・断熱、配管を隠す目的。東
日本大震災の九段会館の落下事故で死者
☆品川区では、区内全小中学校の体育館の
つり天井やﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ等の非構造部材の
耐震化を今年度中に完了する予定。体育
館が利用できず、ご迷惑をおかけします。
◎非構造部材耐震化工事費
非構造部材耐震化工事費 予算額
小学校（
小学校（36 校） 16 億 4010 万円
中学校（15
中学校（15 校） 11 億 4760 万円

◇第 5 回 キャンドルナイト イン 八潮

◇しながわ水族館の夏 ｲﾍﾞﾝﾄ

◇つり天井 81％補強なし

○へんないきもの展（7/15-9/6）
2015 年８月８日（土）15：00～20：30
どうしてこんなに「へん」なのか？？
（小雨決行・雨天順延なし）
○新イルカショー（8/1～）
於：京浜運河緑道公園（勝島橋～かもめ橋）
○ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾌﾟﾗｯｼｭﾀｲﾑ（連日 16;30～）
Ⅰ．キャンドルライトの展示鑑賞（写真↓）
びしょびしょになっていい人、集合！
Ⅱ．野外コンサート
○夏休み特別アシカショー
Ⅲ．ワークショップ
○サンセットアクアリウム
☆ぜひ、ご参加を！
他にもいろいろ♪♪～
お問い合わせ
TEL ３７６２－３４３３
八潮ハーモニー
070－
070－6468－
6468－8621
高橋しんじプロフィール
yhamo1@willcom.com
http://yashiohttp://yashio-harmony.jimdo.com/ 2013 年の様子

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

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。

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

ズ
◇選挙公報 削除やめます
候補者の公約が並ぶ選挙公報を、
各地の選管が、選挙後もﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに
掲載する動きが広がり始めた。選挙後に公
約の進み具合をﾁｪｯｸする道具にもなる。
選挙公報は、公職選挙法で各選管が発行
して有権者の世帯に配るよう定められて
いる。総務省は、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの掲載を認め
たが、「掲載は、投票日まで」と通知していた
ため、各選管は削除してきた。しかし、2015
年 5 月、
「選挙後も掲載して差し支えない」
と各選管に答弁書を送った。
その結果、東京都小平市・稲城市、横浜

市、青森県八戸市等が過去の選挙公報をﾎｰ
ﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載した。
掲載を決めるのは、各選管。武蔵野市で
は、「次の選挙の公報と混同しない方法が
示されてから対応する」としている。
参考：7/26
参考：7/26 朝日新聞
☆品川区選挙管理委員会では、掲載してい
ません。選挙後に有権者の方々が、投票し
た候補者の公
約の実現状況
をﾁｪｯｸするた
めにもﾎｰﾑﾍﾟ
ｰｼﾞへの掲載は
必要です。選管
に掲載を求めて
参ります。
↑参考：共同通信

◇品川区の小中一貫教育
教育委員会指導課が成果と課題を報告
【成果】
・学力⇒全国学力・学習状況調
私の所属委員会
査で全国平均を上回った学校
7/27 開催
数をみるとほぼ良好である
【生活・社会性】
◇居住実態が把握できない児童
・自己肯定感が低い（特に９年生＝中３）
区の住民基本台帳に記録があるが、居
・住んでる地域の行事への参加率が低い
住実態が把握できない児童（０～17 歳）
・規範性（きまりを守る等）は高い
は、7/20 現在、２件（２名）について調
【不登校出現率】
査中である。
（子ども育成課）
・国や都の平均より低い（中学生）
☆報道でもあったように、様々な事件につ
・市民科（品川区の独自教科。ご存知で
ながる可能性があります。不明が０名に
すか？）の
認知度が低い
なるまでしっかりと調査を。

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

☆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。

◇ﾋﾔﾘﾊｯﾄ地点公開ｼｽﾃﾑ運用開始
7/1 より公開
区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ⇒「品川区ﾋﾔﾘﾊｯﾄ地図」
「品川区ﾋﾔﾘﾊｯﾄ地図」へ
「品川区ﾋﾔﾘﾊｯﾄ地図」
http://www2.wagamachi-guide.com/shinagawa/
【公開情報】①ヒヤリハット地点
②死亡事故発生地点（警視庁発表）
③負傷事故発生地点（同上）
☆品川区内道路の交通事故発生場所と、交通上、
危険と思われる箇所を公開し
ています。住所や小学校等の
施設から検索できます。学校
教育・地域活動・家庭教育等
で活用でき、交通事故防止に
役立ちます。
キーワード

クイズの答え：
クイズの答え：①荏原中（現：日体荏原高校。大田区池上
①荏原中（現：日体荏原高校。
に所在しますが、設立当時は、品川区東大井２丁目周辺
（現在の浜川中学校）にありました）
。第１回大会の関東
地区予選決勝戦は、早稲田実業が８対５で勝利。全国大会
は、甲子園ではなく、大阪の豊中球場で行われ、早実はベ
スト４でした。今大会入場式では、第１回の出場校 10 校が
復刻ﾕﾆﾌｫｰﾑで行進します。早実は、タテじま（⇒）です。

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ＝重大な災害や事故
に至らないが、直結しても
おかしくない事例のこと。

・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

