☆☆ 品川区イズ ☆☆
NHK 朝ドラ 「とと姉ちゃん」
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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

ちょっとした話ながわ
わ
◇わんわんﾊﾟﾄﾛｰﾙ事業
ｽﾀｰﾄ
品川区は、犬の散歩者に防犯ｸﾞｯｽﾞを携帯し
て防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙをしてもらい、安心・安全を脅
かす事への対応を依頼する事業を始めます。
窓口 ：区・動物病院等
協力者：犬の散歩を兼ねて、防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙなど
地域の見守り活動に賛同
していただける方を区に
登録する。
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ：区が提供する防犯グッズ
を携帯して、犬の散歩
を行いながら防犯ﾊﾟﾛﾄ
ｰﾙなどを行う。
◎事業予算 42 万円

◇しながわ百景 ﾘﾆｭｰｱﾙ
昭和 62（1987）年に選定した「しながわ百景」
（参照：区の㏋）を区政 70 周年を記念し、今
年にﾘﾆｭｰｱﾙします。（2017 年 1/1 発表）
新しく生まれた風景から区が 20 景（例：花
海道、鮫洲運動公園、きゅりあん等）を示し、
投票していただく。候補地以外にも区民が推
薦する風景も投票可。
○詳細：『広報しながわ 9/1 号』、
ﾎﾟｽﾀｰ等で。投票：9/1～10/11
☆ぜひ、ご投票下さい。
抽選で記念品贈呈です ♪～
大森貝塚

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。

「とと姉ちゃん」
（10/1 最終回）のﾓﾃﾞﾙは、
有名な生活総合雑誌『暮しの手帖』の創刊者、
大橋鎭子（しずこ。1920－2013、93 歳で死
去）さん。小学校３年生の時に品川区に転入
しました。①どこの小学校に通学したでしょ
うか？②卒業した都立高校は？
ａ.山中小 b.城南小
c.立会小 d.大井第一小
ｅ.小山台高 f.大崎高
g.八潮高 h.三田高
◎難易度 ☆☆☆☆

創刊号

◇ＪＲ広町社宅 解体工事 開始
広町 2 丁目（東急大井町線脇、四季劇場夏
の向かい）の JR 広町社宅を解体します。
工事：12 階建て（高さ 31ｍ）６棟のうち
３棟解体（下図①～③）。ｱｽﾍﾞｽﾄ除去
期間：平成 28 年 9 月中旬～平成 30 年 6 月
☆工事主体は、JR 東日本です。隣に区立ひろま
ち保育園があります（下図★）。区からＪＲに
「安全の確保を強く要請する」ことを求めます。
また、解体後の跡地利用については、区やＪＲ
等を含む協議体で検討中で未定です。

区役所

ひろまち
保育園

①
②
③

★

●
四季劇場

東急大井町線

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

-

☆『ブラタモリ①

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)

◇区立保育園、契約解除
Ｑ：品川区立保育園で、運営事業者と
の契約を解除して、来年 3 月末に
交代、と大きく報道されていました。
何があったのですか？
Ａ：区立ひろまち保育園に関する問題です。8/22
の区議会文教委員会（私が所属）で区から報
告がありましたので、要点をお伝えします。
▽区立ひろまち保育園とは？
・広町 2 丁目、四季劇場の隣（反対面に地図）
・公設民営保育園＝区の費用で設立、民間事
業者に委託料を支払って運営を委託する。
・在籍園児 179 人（区内最大規模）
職員は 41 名（保育士他、園長は区のＯＢ）
28 年度運営委託料 約 2 億 7118 万円
・運営事業者は、社会福祉法人『夢
工房』（本部：兵庫県芦屋市）。
※今年 6 月、同法人は、兵庫県
内で運営する保育所で同県に不
適正経理を指摘されていました。
○なぜ、2021 年 3 月までの 5 年契約を 1 年で？
・区の保育園運営方針と法人の運営方針が合
わず、法人が受け入れられないと主張。区
は、それならば、5 年間信頼関係を維持す
るのは難しい、運営を委託できないとして、
契約を解除した。双方で弁護士を立てて、
双方が合意して契約解除した。看護師は↗
クイズの答え：①ｄ.大井第一小学校
（大井６丁目）。母親が転居先をさがし
て、当時の大井鹿島町に住み、三姉
妹とも通学しました。②ｈ.都立三田
高校（当時は、東京府立第六高等女学
校）。卒業して日本興業銀行に入行した
が、日本女子大に合格して、退職。し
かし、入学後、病気療養のため退学。

長崎・金沢・鎌倉』
（角川書店 1400 円）
これは、もう、歴史・地理・理科
の教科書と言っていいです。
それも学校で十分活用できるレ
ベルの。ＮＨＫの人気番組の書
籍化です。番組を録画して何度
も見ているファンも多いと聞き
ます。一気に読み終えました。
②は、富士山 東京駅 真田丸ス
ペシャル(上田・沼田)です。観
光ｶﾞｲﾄﾞにも。DVD が待たれます。
↗配置できていなかったが、備品の購入
などに不正はなかった。
○今後は？
・臨時保護者説明会を開催する（8/23）
・10 月下旬をめどに新事業者を選定する。
・区は、法人に対し、
「来年 3 月末まで、きち
んと保育を行い、次の事業者に適切に引継
ぎをする」ように指導する。
・新事業者に保育士の継続雇用を求める。
☆大変大きな問題です。まず、第一に、来年の 3 月
までは、保護者の方々に不安を与えないようにこ
れまで同様に適切な保育をすることを求めます。
結果として、区立保育園としての区の保育方
針を遵守する（これは私立保育園と大きく異なる
ところです）ということが出来なかった
わけですので、公募⇒選定⇒開設準備
の過程で事業者に徹底できなかったこと
になります。区には、今回のような事例
がおきないように、次の事業者の選定
や運営指導を徹底することを求めます。

ズ
◇江戸川区役所 トイレで熱中症予防
カラーチャート掲出
来庁者に水分補強を促し、熱中症予防を意識
付けようと「尿ｶﾗｰﾁｬｰﾄ」を庁舎など区施設の
ﾄｲﾚに掲出している。このｶﾗｰﾁｬｰﾄは、東京医科
歯科大の医師が考案。濃淡をつけて尿の色を示
し、濃い色は脱水状態が進んでいることを表して
いる。水分補給や医師の診断を勧めている。
参考：8/19 都政新報
☆9 月の『しんじ新聞』配布
研修会出席のため、9/5-16、配布
をお休みさせていただきます。後日、
研修のご報告をいたします。

・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

