☆☆ 品川区イズ ☆☆
21 世紀版 「品川めし」
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品川区議会議員
無所属

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

品川区役所内の食堂が 2/15 にﾘﾆｭｰｱﾙｵｰ
ﾌﾟﾝ。新メニュー「新 品川めし」が登場。
品川区ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝとｺﾗﾎﾞ（共同）して、五
目ちらしずしの上に ﾛｺﾞﾏｰｸ（「わ！しなが
わ」）を焼き印した卵焼きが乗っています。
税込 500 円。さて、
他のﾄｯﾋﾟﾝｸﾞは？
①アサリ
②カニ
③ウナギ
④鶏（とり）肉
⑤アナゴ
区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより
◎難易度☆☆☆
2/22～25 に常任委員会・特別委員会が開催
されました。その審議の一部をご報告しま
す。私は、文教委員会に所属しています。

区立保育園、幼稚園、小
◇平成 28 年 4 月 保育園入園
中学校、図書館等の審議。
一次選考状況 報告

◇いじめ防止対策推進条例 審査
（目的）いじめの防止等について区としての
基本理念を明らかにし、子どもの教育
に関わるすべての人が解決に向けて取
り組むために制定する。23 条で構成。
◎採決：賛成多数で可決
☆品川区では平成 24 年に痛ましい出来事があ
りました。二度と起こさないように区、教委、区
民全体で根絶へ向けて、取り組む必要がありま
す。いじめ対策はこれまでも実施してきました
が、条例制定を契機にさらに施策を進めます。
企画、広報、人事、
徴税等の審議

◇文化ｽﾎﾟｰﾂ振興基金条例 審査 可決
（目的）2020 東京五輪開催を契機に、
区民の主体的な文化芸術・ｽﾎﾟ
ｰﾂ活動振興・環境整備に充て
るため基金を設立する。
（積立額）27 年度末に 30 億円積み立てる。
☆区の基金（特定の目的のために積み立てた資
金＝自治体の貯金）は、他に 12 あります。27
年度末の残高は、845 億円です（見込み額。
文化ｽﾎﾟｰﾂ振興基金含む）。適切な運用を！

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。

（１）申込者 3365 人、内定者 2180 人
（２）利用不可（不承諾）1185 人
内訳：０歳 285 人、１歳 481 人
２歳 270 人、３歳 106 人
４歳 30 人、 ５歳 13 人
☆今後、二次募集や認証保育園
入園等がありますので、利用不
可となった方々（1185 人）がそ
のまま待機児童数ということで
はありません（※区発表の平成
27 年度待機児童数は 215 人）。
区は、28 年度に 854 人の受入
れ拡大をしました。しかし、入園のご希望
がかなわなかった方々が多数いらっしゃる
ことは、大きな問題です。引き続き、早急
な対策を強く求めて参ります。

◇インフルエンザ様疾患について報告
臨時休業（学級閉鎖等）：区立小中学校
⇒25 校 27 ｸﾗｽ、区立幼稚園⇒６園、区
立保育園（登園自粛＝ｸﾗｽ閉鎖はしな
い）⇒28 園、との報告がありました。
昨年度に比べ、流行が長びいています。

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

今週の書架

発行者 高橋慎司
〒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』をお届けい
たします(送料は当方で負担します)。
土木、住宅、環境、
防災等の審議

◇大森駅前水神口駐輪場の整備 報告

☆『ドラえもん 社会ﾜｰﾙﾄﾞ 政治の仕組み』
（鈴木寛 監修 小学館 850 円）
これは、わかりやすい！ドラえもんのマンガを
楽しみながら政治の仕組みを学ぶことができま
す。すべて振り仮名がついていますので、小学校
高学年から読むことができます。大
人が読んでも OK のﾚﾍﾞﾙ。国の政治
の仕組みだけでなく、地方の政治の
役割の章もあります。「18 歳選挙権
でどうなる？」の解説も。お子様と
の話題にいかがでしょう。
（整備工事）28 年５月上旬～29 年３月（予定）
（開設）
29 年４月（予定）
◎工事費用 ７億 3895 万円

（設置場所）大井水神公園（南大井６丁目）
（概要）
直径約 7.5ｍ、深さ約 31ｍの地下
機械式駐輪場を３基設置
１基あたり 255 台、計 765 台収容

大森駅北口
ｴｽｶﾚｰﾀ

既設駐輪場(501 台)
利用可能 364 台
一時撤去 137 台

JR 京浜東北線
地下式駐輪場

工事施工範囲
仮設駐輪場
（137 台）

31ｍ

平面図

完成ｲﾒｰｼﾞ
7.5ｍ
区民生活・産業・
観光等の審議

ちょっとした話ながわ
◇創業 100 年以上の 22 事業所 区が表彰
創業 100 年以上の事業所のうち、区内で
70 年以上事業を継続している 22 事業所
を表彰。今回の事業所を品川の誇りとし
て今後広く紹介していく。
・仙台味噌醸造所－東大井４丁目。創業 390 年↑
・加藤畳店－北品川 2 丁目。創業 254 年
・加藤製作所－東大井１丁目。創業 121 年
・三菱鉛筆、平野屋堀江商店、吉田屋（日本そば）、
光村印刷、明電舎、学校法人攻玉社 他
参考：『都政新報』2/26・区ＨＰ

◇平成 27 年国勢調査
▽調査対象概数
27 年 10/1 現在
①人口 376,767 人
②世帯 208,577 世帯
▽国勢調査員数 2,172 人
（内訳）町会・自治会推薦者 1,969 人
登録調査員
117 人
社会施設等施設庁
50 人
ﾏﾝｼｮﾝ管理人他
36 人
☆大変お疲れ様でした！
▽ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回答世帯・回答
率（想定） 東京都
1,664,636 世帯 26.0％
◎予算額 2 億 111 万円

クイズの答え：⑤アナゴ 「品川めし」はア
ナゴ・シャコ・雑魚を用いた漁民のまか
ない料理。品川産アナゴはほとんど流通
していないため、「あくまでイメージ」と
いう。（参考：毎日新聞 2/22）
①アサリ。は「深川めし」です。
③ウナギ。名古屋では「ひつまぶし」
◎『区政報告』をお配りしています。
ですね。④鶏（とり）肉。北九州等
で「かしわ（＝とり肉）めし」が有名。◎議会等の事情で変更する場合があります。
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。

・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

