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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

品川区では、３つの競技が開催される予定
でしたが、１つの競技が周囲の環境のため江
東区お台場地区青海（あおみ）に変更となり
ました。次のどの競技でしょうか。
①ビーチバレー（五輪）
②ホッケー（五輪）
③ブラインドサッカー
（パラリンピック）
◎難易度

ちょっとした話ながわ
わ
◇参院選、23 区 18，19 歳
の投票率は・・・
7/10 の参院選。18 歳選挙権
☝総務省ＨＰより
で注目されました。都選挙管理
委員会によると１位は、文京区
で、以下右表のとおり。品川区は、９位でした。
市部の 1 位は、武蔵野市（67.67％）、２位/国
分寺市（64.38％）、３位/三鷹市（64.18％）。
総務省の 9/9 発表によると、都内の 18,19 歳の
投票率は都道府県別でﾄｯﾌﾟ。また、18 歳、19 歳
それぞれの投票率もﾄｯﾌﾟだった。都選管の担当者
移動の
は、「高校で模擬授業や模擬選挙を行った効果があ
ったからではないか」と話している。
参考：9/14 東京新聞、9/10 毎日新聞他
☆10 代の約 47％（東京では約 60％）が投票したとい
うことは、大きな意味を持ちます。高校での主権者教
育に「投票してみよう！」と応えたといえます。小中高
という教育現場での地道な努力の継続を求めて参り
ます。選挙管理委員会と教育委員会の連携が欠かせ
ません。課題もあります。18 歳に比べ、19 歳の投票
率が低い、20～24 歳の投票率が低い（33.21％）、
大学進学・就職等での住民票移転等の問題です。

☆☆☆

順

61% が
投票へ

18 歳、
約９％
高い

1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
略
21
22
23

区
文京
千代田
杉並
世田谷
渋谷
中央
目黒
豊島
品川
練馬

葛飾
江戸川
足立
◇
23 区
（18 歳
（19 歳
東京都
全国
（18 歳
（19 歳

18,19 歳

全年代

67.90
67.05
65.04
63.46
62.91
62.52
62.52
61.88
61.08
60.70

64.59
62.34
59.46
59.77
56.92
58.81
57.14
56.28
57.63
58.28

51.26
51.20
50.08
58.04
62.23）
53.80）
57.84
46.78
51.28)
42.30)

54.82
53.00
52.34

57.50
54.70

東京都選挙管理委員会・総務省 ％

◇第３回定例会 ９/23～10/24
☆議会中は、新聞配布時間を変更する地
域があります。ご了承下さい。

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。

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
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◇富山市議会、政務活動費不正相次ぐ

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)

富山市議会（定数 40）での政務活動費不正受給
問題。約２ヶ月間で現職議長を含めた市議９人が不
正請求で辞職する異例の事態となった。不正は、
「白
紙領収書に自ら金額を書く」などの領収書の偽造、
「実際に購入していないﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ代金」など架空
請求。不正受給額が約 700 万円に上る議員
もいる。
参考：9/14 毎日新聞他
☆富山市議会議員の報酬（給料）は、月額
70 万円（今年６月引き上げ）、政務活動
費は月額 15 万円。貴重な税金です！

ちょっとした話ながわ
わ 区で 15,579 人
◇隠れ待機児童、23

2016．4/1 現在

厚生労働省は、9/2、希望しても認可保育園等に
入れない待機児童の数（今年 4/1 時点）を発表。
今回、集計に含まれない「隠れ待機児童（潜在的な待
機児童）」（表下の※参照）の自治体別内訳も初めて明ら
かにしました。23 区は右表のとおりです。
ちなみに横浜市は 3,110 人、川崎市は 2,547 人。
自治体は、国の定義に従って待機児童数を公表して
きましたが、自治体の判断で集計から除外できる基準
があり、自治体間の待機児童数比較は、課題がありま
した。厚労省は、今後、保育ﾆｰｽﾞの実態を反映させる
ため待機児童の定義を統一する方針です。
◎品川区は、隠れ待機児童 405 人。
内訳⇒・保護者が育休中
0人
・特定の保育園希望（兄弟等）41 人
・保護者が求職活動休止
40 人
・自治体が補助する認可外施設利用者 324 人
参考：9/14 朝日新聞、読売新聞、東京新聞等
☆区は、22～28 年度 4,463 人、29 年度 704 人（予定）
の保育園受け入れ拡大をしましたが、増大するﾆｰｽﾞに
対応できていません。今後も拡大を強く求めて参ります

◇東京五輪、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ、江東区で開催
国際ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会は、理事会でﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ
会場を東京・お台場の青海（江東区）に決めた。五
輪のﾎｯｹｰ競技場（品川区、大井ふ頭）が候補地だっ
たが、航空機の騒音でﾎﾞｰﾙの鈴の音が聞き取れない
可能性が問題となっていた。組織委員会は、「風の
強さや周辺の音の大きさを考え、よりよい環境にし
た」とｺﾒﾝﾄ。9/6 朝日新聞他 ☆とても残念ですが、
ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ、ﾎｯｹｰ開催での盛り上がりを期待します
クイズの答え：③ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ（上の
記事参照）。青海は東京五輪追加競
技のｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ、ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞの会場候
補となっています。①ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰは、潮
風公園（東八潮 1）で、②ﾎｯｹｰは、大
井ふ頭中央海浜公園（八潮 4-1）で開
催予定です。

※隠れ待機児童＝「都の認証保育園や
保育ﾏﾏ利用者」「育休中」「特定の保
育園のみ希望」「求職活動休止」など

・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

