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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

次の文学作品と作品中に
登場する品川区の地域の組み
合わせのうち、誤っているの
は、どれでしょうか？
すべて正しい場合は⑥と答えて下さい。
①『品川猿』（村上春樹）－品川区役所
②『時代屋の女房』（村松友視）－大井
③『泪橋』
（なみだばし）』
（同上）－立会川
④『仕掛人－藤枝梅安（ばいあん）殺しの
四人』
（池波正太郎）－現在の平塚周辺
⑤『ピカ☆ンチ』（河原雅彦）－八潮団地
参考：区立図書館広報誌 ◎難易度☆☆☆☆
2016 年の品川区政を振り返ります！
【 】予算額（一部決算額）
☆私のコメント ※写真は区㏋より

２月・「品川区教育ﾌｫｰﾗﾑ」開催
☆これまでの取り組みの検証・研究の
成果を発表し、議論しました。きゅり
あんには約 650 人が参加【約 609 万円】
４月・「品川区教育大綱」策定
☆区の教育の目標や施策の根本的な
方針を定めました。「総合教育会議」
（教育委員会・区長等）で策定。
・義務教育学校ｽﾀｰﾄ
☆品川区の小中一貫校が法
律で「義務教育学校」と制度
化されました。

１月・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ運用開始
３月・「しながわﾌﾘｰ Wi‐Fi」利
用可能ｴﾘｱ拡充
【Wi-Fi ｽﾎﾟｯﾄ整備 4,739 万円】
・「品川区ｳｫｰｷﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ」販売開始
☆1 冊 100 円です（写真）。
９月・住民票の写し等のｺﾝﾋﾞﾆ交付開始
☆手数料:窓口だと 300 円が 200 円。
11 月・品川 PR 動画「不動麗子」配信開始
☆（一部で）話題となってい
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。

・「ﾈｳﾎﾞﾗﾈｯﾄﾜｰｸ」本格実施
☆妊産婦ﾈｳﾎﾞﾗ相談員（助
産師）が面談を行い、妊娠
中に母子保健・子育て情報
を紹介します。【195 万円】
・「ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ応援ｱﾌﾟﾘ」配信開始
☆子育て情報をｽﾏﾎ等に配信。
【開発費 843 万円、運営費 314 万円】
・「子育て応援特集号」（広報しながわ
4/21 号）発行
☆子育て情報満載です！HP でどうぞ。
６月・ﾏｲｽｸｰﾙ五反田開設 ☆不登校の中 1
～中３が通います。 【613 万円】

５月・ゆうゆうﾌﾟﾗｻﾞ開設（大崎・平塚橋）
☆高齢者多世代交流支援施設です。
・平塚橋特別養護老人ﾎｰﾑ開設
【整備費 5 億 9,016 万円】
６月・支え愛・ほっとｽﾃｰｼｮﾝ新規開設
☆高齢者の相談窓口です（地域ｾﾝﾀｰ内）。
11 月・「ｱｰﾙﾌﾞﾘｭｯﾄ展」開催（天王洲）
☆障害者作品展です。力作がたくさん!

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

ちょっとした話ながわ
◇ご注意！
防災センターを名乗る不審な電話
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
いたします(送料は当方負担します)。

区民の方に、防災センターを名乗り、
「ひとり暮らし
の高齢者を対象に、防災グッズを配布している」と
いう不審な電話がありました。 防災課では、現在こ
のような事業は行っておりませんので、ご注意くだ
さい。 ※このような不審な電話等があった場合は、い
かなる個人情報も明かさず、すぐに区にお問合わせく
ださい。【問い合わせ先】防災課啓発・支援係
電話：０３－５７４２－６６９６ （区ＨＰより）
☆１年間、ご愛読ありが
とうございました。毎週
の 温 かい 激 励 、本 当に
元気を頂きました！
来年もガンバリます!！
３月・しながわ防災体験館ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ
☆消火・避難などを体験。日曜日も開館
しています。ぜひ体験を！
【改修費用３億 2,364 万円】
・区職員被災地派遣（岩手県宮古市、福島県
富岡町） ☆震災後、当初から継続
４月・熊本地震被災地へ救援物資搬送
５月・熊本市へ職員派遣
12 月・区内一斉防災訓練
☆12/11、避難所 40 ヶ
所、区役所、地域ｾﾝﾀｰ
13 ヶ所で実施。区民約
4,100 人、区職員約 800
人が参加。
浜川小学校：放水

３月・戸越銀座通り電柱地中化
完成記念式典
４月・東品川公園（東品川 3 丁
目）、ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ。
【2 億 5,185 万円】
５月・特定空き家、強制代執行
☆いわゆる「ゴミ屋敷」のｺﾞﾐ撤去等
７月・区民公園ﾌﾟｰﾙﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ
８月・「中国語少し通じます商店街」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
☆戸越銀座商店街で実施
９月・品川水族館 25 周年記念ﾌｪｱ開催
10 月・役所に「ｼﾝ・ｺﾞｼﾞﾗ」上陸
☆区内で映画のﾛｹが
行われました。役所に
看板を展示⇒

２月・庁舎食堂ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ
７月・参議院議員選挙（18 歳選挙権ｽﾀｰﾄ）
☆品川区の 18・19 歳の投票率は約 61％
・東京都知事選
☆突然の辞任でした
10 月・区政 70 周年ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾞｽ運行
・TV「水族館ｶﾞｰﾙ」出演女優１日館長に
・大崎駅⇔成田空港
路線バス運行開始
12 月・大崎駅⇔羽田空港
運行開始
☆課題はあります

☆品川区議会、議会改革進行中！
１月と９月・北朝鮮核実験に対する抗議文送付
２月・区議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ
５月・初めての『議会報告会』開催（写真）
11 月・私立品川女子学院の中学 1 年生と意見
交換会開催
12 月・羽田空港飛行経路
についての意見書、
全会一致（＝全員賛
成）で提出

新年は、1/５（木）にスタート予定です
クイズの答え：⑥すべて正しい。①
主人公は、品川区の下水道に潜伏して
月・水 ＪＲ大井町駅前
いた猿に名前を盗まれた女性。②直木
火 京急青物横丁駅前
賞受賞作。③立会川周辺は、現在も作
木 ＪＲ大森駅前
品中の雰囲気が残っています。④主人 ◎『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
公・梅安の住居は、品川。⑤嵐初主演
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
☆ 各 7:00-9:30 頃
で映画化されました（井ノ原快彦（V6）
の青春時代を元に作られた作品）。

朝、駅前にいます！

