☆☆ 品川区イズ ☆☆
初!品川区議会 議会報告会開催
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2016 年 5 月

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

総務委員会

品川区議会では、5/31(火)に初めての議会
報告会を「きゅりあん」(18:30～20：30)で開催し
ます。議会活動の報告・説明を行うとともに、
区民と議員が情報や意見を交換する場とし
て開催するものです。23 区の区議会のうち、
これまでに議会報告会
を開催したことがある
区はいくつ？
①３区
②８区
③13 区
④18 区
◎難易度 ☆☆☆☆
東村山市議会 議会報告会

文教委員会（私が所属しています）

①熊本地震に対する被災地支援
・支援物資の搬送、義援金受付・
送金、見舞金の贈呈など
・職員派遣－熊本市に 12 名
②７月 参議 院議員 選 挙執行につ い て
◎予算額１億 5794 万円
☆7/10 を想定して、投票
所や開票作業、選挙公
報、公営ﾎﾟｽﾀｰ掲示板な
どについて説明
がありました。

① 28 年度区立小中学校新入学 学校別増減要因一覧
・学校ごとに学区内から何人学区外へ入学した
か、逆に学区外から何人入学したか（学校選
択制）、私立小中学への進学者数等の報告。
② 27 年度品川区立学校における体罰等の実態把握
・体罰と認定された事例⇒無し。
・不適切な指導⇒教員８人（16 件）、
暴言等
⇒教員７人（8 件）
☆体罰根絶への取り組みの強化、継続を
強く求めます。
③28 年度 保育園
入園状況の報告
建設委員会
≪待機児童数≫
年 申込数 入園数 不承諾 待機
①特定空き家の行政代執行（＝区の強制執行）について
児童
・5/17(火) 管理不全状態の空き家（注）に対し、区 度
27
2799
1784
1015
215
の条例に基づき、行政代執行を行い、敷地内および
3281
2310
971
178
建物内のごみの撤去を行いました。ごみ回収にかか 28
☆今後も積極的な待機児童対策を！
る約 200 万円は管理者の 50 代男性に全額請求する。
④区立学校における生徒の事故
注 いわゆるごみ屋敷。
・5/9 に区立学校 8 年生 2 名が駅で電
旗の台 4 丁目の木造 2 階
車に飛び込み、亡くなられた事故に
建ての一戸建て住宅
ついての報告がありました。
☆新聞各紙でも報道されました
・5/16
夜の臨時保護者会では、「いじ
②しながわ中央公園拡張工
めなどはない」と説明がありました。
事について
詳細は、区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい。
◎予算額 19 億 1290 万円
区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより

☆５月 16 日の常任委員
会（総務・区民・厚生・建設・文教の５委員
会）の審議事項等をご報告いたします。紙
面のｽﾍﾟｰｽ上、一部になります。

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。

☆重く受け止めています。在校生へ心のｹｱを

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

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)
ちょっとした話ながわ

☆『18 歳からの民主主義』
（岩波新書編集部編 岩波新書 840 円）
若い方向けに「ヨコ書き」です。また、約 30 人（18
歳の若者も）がコラム的に 7、8 ﾍﾟｰｼﾞづつ書いて
いるので読みやすい。
「なぜ、18 歳から？」
「税金
は何のため」「少子高齢化社会はどこ
へ」など、民主主義を考えるための基
礎知識、有権者としての判断のﾎﾟｲﾝﾄ
等、分かりやすく説明されています。
18 歳と言わず、大人にも役立つ内
容です。「民主主義って、多様な考え
品川区ＨＰより
方があること」がわかります。

◇品川ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄｼﾃｨ に新聞社支局開設

◇無許可ﾄﾞﾛｰﾝで書類送検
大井署によると、渋谷区に住むﾌﾘｰｶﾒﾗﾏﾝの
男性が 2/2、南大井 2 丁目９付近の住宅街にあ
るﾏﾝｼｮﾝの建設予定地で、国土交通省の許可を
受けずにﾄﾞﾛｰﾝ（＝無人飛行機、重さ約 5.5kg）
を飛ばしたとして、航空法違反の疑いで書類送
検された。施主側の依頼で空撮していた。改正
航空法は、23 区等の人口密
集地の空域でﾄﾞﾛｰﾝを飛ばす
には許可が必要と定めている。
空撮した日は、許可が切れ
ていた。適用は都内で初めて。
参考：5/13 朝日新聞

品川ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄｼﾃｨは、区立品川学園（義務教育
学校＝旧小中一貫校）内にある。定期的に区内全
小学校の 5 年生に職業体験授業が行われている。
ﾌﾞｰｽは、▽品川区▽三井住友銀行▽ｾｺﾑ▽ｾﾌﾞﾝ-ｲ
ﾚﾌﾞﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ（写真↓）▽NTT ﾄﾞｺﾓなど 10 社。
産経新聞社のﾌﾞｰｽでは、支局で業務体験。支局
長の他、編集と営業、会計、情報処理、の係に役
割を分担。新聞の広告をもらいに回ったり、他の
仕事を取材して紙面を作成して販売などに取り
組む。施設を管理する
公益財団法人理事は「仕
事を通じて自分で考えて、
意思決定をすることが重
要。間違えてもいい。」
と話した
参考：5/15 ｻﾝｹｲ新聞
区ＨＰより

ズ
◇パラリンピックＰＲ 都が動画配信
2020 年東京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向け、都
が映像を使った障害者ｽﾎﾟｰﾂの PR
に力を入れている。日本代表選手
と人気漫画家が描いたｷｬﾗｸﾀｰを
組 み 合 わ せ た 動 画 「 Be The
HERO」を 3 月に作成。ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯ
ｶｰ（注 品川区内の大井ふ頭で開催）は「ｷｬﾌﾟ
ﾃﾝ翼」の作者の高橋陽一さんが競技をﾓﾁｰﾌにし
たｲﾗｽﾄを描いた。４月の動画は、「みんパラ」。
親しみやすさをねらったﾊﾟﾗﾊﾟﾗ漫画風
の動画で、22 競技のﾙｰﾙや試合の進み
方を説明する。「Be The HERO」や「み
んﾊﾟﾗ」で検索を。参考：5/17 毎日新聞
クイズの答え：①板橋区、豊島区、
港区の３区です。全国の自治体のほぼ
半数が議会報告会かそれに近い場を開
催しています。23 区は、議会改革とい
う点で、全国的なﾚﾍﾞﾙからみて、遅れ
ているという実態があります。

Ｑ：高橋さんは、駅頭などで中学生や高
校生にも『区政報告』を渡そうとして
いますが、受け取ってくれる学生さん
っているのですか？（区民の方より）
Ａ：少しでも品川区や区議会のことに興味を持
ってほしいので、中高校生にも、受け取って
もらいたいのですが、ほとんど受け取っても
らえません（涙）。中高生が興味を持てるよう
な内容ではないのかもしれません。反省して
います。内容の改善が必要です。しかし、少
数の学生さんですが（中には小学生も！）、毎
週受け取ってくれる人もいます。大変励みに
なっています。ありがとうございます！

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
火 京急青物横丁駅前
木 ＪＲ大森駅前
◎『区政報告』をお配りしています。
◎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

