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高橋 しんじ
※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

ブカツ（部活）！

品川区議会では、議員同士の親睦を図るな
どの目的からいくつかの部があります（自由
参加）。さて、次の部のうち、区議会にない
ものは、どれでしょうか。す
べてある場合は、⑦とお答えください。
なお、部員（各議員）の部費で活
動しています。区の補助金（＝税金）
は、使っていません。
①野球部
②釣魚部
③囲碁部
④将棋部
⑤ゴルフ部 ⑥カメラ部
◎難易度 ☆☆☆☆

【品川区被災地応援ﾂｱｰ】

品川区は、9/4、「被災地応援ﾂｱｰ」事業の
登録旅行事業者が架空のﾂｱｰを申告するなどし
て区内共通商品券を不正に受給していたとし
て、相当額（326 万円）の返還を求め、大井署
に被害届を出しました。
8/25、この事業者は、東京都の事業での不正
受給（約 235 万円）が明らかになり、区でも調
査したところ区の支援事業でも不正が発覚。
不正の内容
▽事業者：東京さくらﾂｰﾘｽﾄ(株)（西五反田）
▽不正のあった宿泊・日帰りﾂｱｰ
◎68 ﾂｱｰ（23～26 年度） 計 326 万円
架空ﾂｱｰ
21 ﾂｱｰ 197.5 万円
参加者水増し 42 ﾂｱｰ
97.2 万円
目的地虚偽
5 ﾂｱｰ
31.3 万円
★不正発生の原因
より多くの旅行事業者の協力を得るため、事
業者の事務作業を簡素化する等の理由で（区の
発表）、実績報告の際、領収書の提出を不要に
していたので、不正が可能でした。制度の不備
です。区は、再発防止策として、8/25 以降、報
告書に領収書添付を義務付けました。
認定旅行業者は、他に約 20 社があり、調査
中です。現在、不正は見つかっていません。

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。

開始：平成 23 年度～現在
目的：東日本大震災被災地の復興支援
事業：区がしながわ観光協会に委託。旅行業
者に参加予定人数分（参加者 1 人につ
き区内共通商品券 1000 円）を事前に
引き渡し、ﾂｱｰ当日、旅行業者が参加
者に配布する。 ※旅行先＝東北地方
③ﾂｱｰ認定申請
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☆ ⑦の実績報告の際、領収書が不要という
制度上の不備がありました。この業者は、事
業全体の 42％も取扱っていました。また、
この業者の申請の 60％が不正でした。
被災地応援ﾂｱｰは、町会、消防団、高齢
者ｸﾗﾌﾞ、企業等、区民の方々等が被災地
支援の思いで参加されています。
その思いを悪用するという悪質
な犯罪です。制度設計した区の
責任も厳しく問われるべきです。

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

ちょっとした話ながわ
◇みんな集まれ ふくしまつり
発行者 高橋しんじ
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

9/19（土） 10～15 時
会場：中小企業ｾﾝﾀｰ・しながわ中央公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｱﾄﾗｸｼｮﾝ、ﾊﾞｻﾞｰ、模擬店、ﾀﾝﾃﾞﾑ自転車、
風船ﾊﾞﾚｰ他、
【問合せ先】障害福祉課 TEL 5742－6707

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
(郵送他)いたします。ご連絡下さい。

◇しながわ宿場まつり

【区議会の予定】 9/24-10/23 ☆議会中は
区政報告の配布時間を変更することがあります。

産後は、助産師による従来の全戸訪問に加え、
ｼﾝｸﾞﾙﾏｻﾞｰ・10 代・身寄りがいない等の「ﾊｲﾘｽｸ・
要支援」親子を対象に医療職が再び面接。相談
に乗ったり、ｼｮｰﾄｽﾃｲを紹介する。
参考：9/4 朝日新聞

ズ
◇妊婦さん全員に面接
中野区が支援プラン
妊娠から子育てまで切れ目なくｻﾎﾟｰﾄする「妊
娠・出産・子育てﾄｰﾀﾙｹｱ事業」に中野区が 10 月
から取り組む。出産や育児への不安を解消し、社
会全体で育児を見守ろうとの狙い。具体的には、
妊娠中期・後期にまず区側から妊婦全員に電話し
て状況把握。保健師や助産師らが全員に面接して
相談にのり、それぞれの支援ﾌﾟﾗﾝを立てる。面接
した人には育児商品１万円分が購入できる「子育
て応援ｷﾞﾌﾄ」も贈る。

8/17-21、都立武蔵高校（武蔵野市。都立の中
高一貫校。写真下）で高校３年生対象の大学受験
向け日本史夏期特別講義（「ﾃｰﾏ別にみる日本史
－入試に頻出！近現代史を中心にﾃｰﾏで学ぶ！」）
が開催されました。
教員の授業力向上のための研修会でもあり、都
立高校教員（都立武蔵・戸山・青山・小金井北・
国立高校）・私立栄光学園・予備校講師等が、大
学入試必出のﾃｰﾏ（近現代沖縄史、近現代対欧米
交渉史・東アジア交渉史、近代金融史、他）を
授業。武蔵高校以外の様々な
高校の生徒が受講できるの
で、教員も受ける生徒も普段
の授業とは、違った緊張感を
もって臨めます。
クイズの答え：④将棋部
各部には 5 名～20 名が
それぞれ活動し、親睦
を深めています。
ちなみに私は、
野球部です。

9/26（土）･27（日）
会場：北品川（八山）～南品川
（青物横丁）の旧東海道
ｲﾍﾞﾝﾄは、書き切れないほどﾀｸｻﾝ！
詳細は、ＨＰ等か下記へ。
【品川宿交流館】TEL 3472-4772

◇図書館の蔵書 全国一括検索
総務省は、年内に、全国 3000 の図書館の蔵書
を誰でもｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上で調べられるようにする。探
している本のﾀｲﾄﾙなどを打ち込めば、その本が
ある図書館を瞬時に把握できるようにする。利
用者は、図書館ごとに蔵書を調べる必要がなく
なる。都道府県や市町村が設けている全公立図
書館が保有する本、論文、新聞等を検索できる
ようにする。
9/2 日経新聞
授業後は、生徒が授業ｱﾝｹｰﾄ
で講師を評価します。また、反
省会で参加教員から厳しい指摘
があり、授業改善になります。
生徒は塾へ行かずに日本史
の受験勉強をまとめて学習できるのでとても
好評です。今年で 14 年目。
私は、毎年参加し、今年は、『近代政党政治
史」の講義を担当。明治時代の政党の成立から
安倍晋三内閣まで、政党政治の変遷を授業しま
した（写真⇒武
蔵高は私服）。
約 50 名の生徒
達との授業は、
大変充実したも
のでした。
志望大学への
合格を祈ります！

・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』をお配りしています。
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

