☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇置き去り京急車掌、猛ﾀﾞｯｼｭ！
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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

去る 9/16、区内高校で、品川区選挙管理委
員会による出前授業・模擬選挙が実施され、
来年 18 歳となる高校 2 年生（225 人、６ｸﾗｽ）
が選挙の仕組みを学び、実際の選挙を体験。
☆20 代の投票率、約 32％！（2014 年衆院選）

【出前授業・模擬選挙（仮想区長選出）】
時間…50 分間 クラスごとに実施
① 品川区の選挙管理委員会職員が
選挙基礎知識の講義と選挙公報
を用いた候補者主張の説明
②ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ－ﾜｰｸｼｰﾄを
用いて生徒がｸﾞﾙｰﾌﾟで話し合い・発表する
③模擬選挙－投票用紙、投票箱など、すべて
実際の選挙用。開票⇒選挙結果、講評
『選挙公報』には、候補者４人の政策を掲載。
「空き地に何を建設するか」が対立軸です。
Ａ候補「景気回復－ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ建設」
Ｂ候補「発展性ある街づくり－保育施設付
大規模ﾏﾝｼｮﾝを」
Ｃ候補「高齢者、障害者対策を優先－高齢
者介護施設建設」
Ｄ候補「大災害に打ち勝つ都市へ－防災公
園整備」
これをもとにｸﾞﾙｰﾌﾟで話し合い。ﾜｰｸｼｰﾄに
は、政策の財政面の課題等が整理されてい
ますが、やはりいろいろな意見が…。

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。

京浜急行電鉄で、10/14、駅で電車に置き
去りにされた車掌が、並走する道を革靴の制
服姿で次の駅まで電車を猛追。追いついて約
５分遅れで運行を再開させた。さて、どこの
駅からどこの駅までﾀﾞｯｼｭしたでしょうか？
①品川
⇒北品川
②北品川 ⇒新馬場
③新馬場 ⇒青物横丁
④青物横丁⇒鮫洲
⑤鮫洲
⇒立会川
◎難易度☆☆☆
写真は無関係です

投票用紙・投票用紙交付機（⇒）・記載台もﾎﾝﾓﾉ
「ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙによって地元の商店街の客
が減るよ」
「高齢者施設は高齢者が多いので有
効だね」
「海抜が低いところに防災公園を造っ
てもダメでしょ」などという意見がある一方
◎難易度☆☆☆☆
で、「誰に投票しても変わらないんじゃない」
「棄権はダメなの？」等の意見も出ました。
模擬選挙結果は、１時間目のｸﾗｽは、Ｄ候補
が当選、２時間目のｸﾗｽは、Ｂ候補が当選。
反対面に続く⇒
18
歳選挙権＝公職選挙
キーワード
法が改正され、、選挙権
年齢が 18 歳に引き下げられ、来年夏の参議
院議員選挙から適用が予定されています。
9/26 には文科省から高校生向け「政治と選
挙等に関する副教材」も公開され（HP でご覧
頂 け ま す ）、 特 に 学 校 に お け る 主 権 者 教
育・模擬選挙等に注目が集まっています
が、実施に向け、様々な課題があります。
学校だけでなく、自治体・地域一体で啓発を!!

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

◇「すまいるスクール」
時間延長・利用料見直し・おやつ提供
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
(郵送他)いたします。ご連絡下さい。

☆選挙の知識・関心、投票意欲をすこしでも高める
ためのきっかけづくりとして、とても有意義でし
た。選挙管理委員会では、今年度、区内の小
中学校でも実施する予定。期待します。
しかし、一方で、実施に際しての課題もい
くつか見えてきました。
○50 分１コマの授業では時間が足りない。
※通常は２コマで実施するそうです。
○児童・生徒が興味を持てるような仕掛けを。
もともと興味を持ちにくいﾃｰﾏです。例え
ば、資料。選挙の基礎知識などは、とても
固い話なので、既成資料ではなく、マンガ
等を活用するなど独自の工夫が必要。横浜
市、大津市の選管 HP は、参考になります。

ちょっとした話ながわ

367 号の『区政報告』（『しんじ新聞』）でご報
告した、すまいるスクールの変更についての議
案。9/24 の文教委員会で審議されました。
「区民の皆様のご要望がとても多かっ
た。評価する」「利用料負担が問題」等
の意見が出ましたが、賛成多数で可決
されました。10/23 の本会議で可決さ
れれば来年度から実施されます。
○選管職員による説明。職員の説明が不慣れなた
め（？）と、内容も難しく、高校生の関心が低
いので、つい居眠りをしてしまう生徒もいまし
た。高校や小中学校の先生方と十分に打ち合わ
せる、選挙啓発に取り組んでいる大学生や民間
団体（NPO 等、実績のある団体）と協働して行
う、などの改善が必要です。中野区での取り組
み（10/19 実施）も良いお手本になります。
参考：品川区ＨＰ

投票箱もホンモノ

模擬選挙公報

◇個人情報、閲覧できる職員限定

◇文化財一般公開 10/31～11/3：10～16 時
詳細は、広報しながわ 10/21 号を。
ふだん公開していないものを含め、区
内の指定文化財を公開します。多数あり
ますが、そのうち、特に有名なものは…。
○神輿（みこし）・板垣退助の墓
・品川神社（北品川 3-7-15、新馬場駅４分）
板垣退助（いたがきたいすけ）＝幕末の土佐藩
士。明治時代の政治家。自由民権運動の主導者。
暴漢に襲撃され、「板垣死すとも自由は死せず」
という意味の言葉を残したとも言われます。
○伊藤博文（いとうひろぶみ）の墓
・伊藤博文墓所（西大井 6 丁目、西大
井駅３分） 伊藤博文＝長州藩士。政
治家。初代内閣総理大臣。別邸があっ
たことから、伊藤小学校、伊藤町会な
どの名前が今も区内に残っています。

品川区では、12 月、区役所内の
ﾈｯﾄﾜｰｸで管理する個人情報を、よ
り厳格に保護する仕組みを取り入
れる。ﾃﾞｰﾀにｱｸｾｽできるのは「認
証ｻｰﾊﾞｰ」に登録する特定の職員だ
け。庁外では認証できず、外部への不正持ち出
しがしにくくなる。2016 年 2 月には庁内ﾈｯﾄｰﾜ
ｰｸとｲﾝﾀｰﾈｯﾄを分離し、情報漏えいやｳｲﾙｽ攻撃
のﾘｽｸを減らす。
参考：9/30 日経新聞

《お問い合わせをいただきました》
Ｑ：「転居する」等の理由でいつもの駅を使わなく
なる。『しんじ新聞』を読みたいがどうすればい
いですか？
Ａ：ご住所・お名前をお知らせ下さい。
郵送させて頂きます（送料当方負
担）。多くの方にお送りしていま
す。個人情報は厳守いたします。

クイズの答え：②北品川⇒新馬場。
14 日午前 0 時 10 分ごろ、川崎行最終
列車（普通列車）の車掌が、北品川駅
でｱﾅｳﾝｽ用のﾏｲｸをﾎｰﾑに落とし、拾って
いる間に電車が発進。約 700ｍ離れた ◎『区政報告』をお配りしています。
新馬場駅まで、線路と並行する第１京 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
浜国道（国道 15 号）をﾀﾞｯｼｭ。車掌は ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
21 歳、乗務歴は 1 年程だったという。

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
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

