
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
都議会議員選挙 

 今年は、6 月末か 7 月上旬に都議会議員
選挙が予定されています。定数は、127 人
です。①品川区からは何人選出されるでし
ょうか。また、②立候補には一定額の供託
金（きょうたくきん）を法務局に供託しな
ければなりません。その額は？ 
（下から選んで下さい） 
Ａ600 万円 Ｂ300 万円  
Ｃ100 万円 Ｄ60 万円  
Ｅ30 万円 

◎難易度☆☆☆☆ 
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2017（平成 29）年の幕
が開きました。 
議員として 10 年目の昨

年も本当に多くの方々に励
ましていただきました。 

 
1 期目の当選以前から継

続している朝の駅頭（5 ヶ所、月～金）での『区
政報告』（『しんじ新聞』）配布は、今年で 11 年
目となりました。毎朝、あるいは、街で「応援
しているよ！」「『しんじ新聞』、読んでいるよ！」
とお声をかけていただき、政治活動の元気の源
となっています。 
時には、「議会でしっかり仕事しろよぉ！」

「○○を何とかして下さい」という厳しいご指
導をいただくこともたくさんありました。 
本当に有難うございました！！ 
議員 11年目（３期目）の今年も頑張ります！！ 

 

区政の課題は、待機児童対策をはじめと
する子育て支援、高齢者福祉、災害対策、
商店街・中小企業支援など山積です。その
他の区民ｻｰﾋﾞｽ充実も大切です。多くの施策
実現のためには、行財政改革を進め、安定
した財政確立が必要です。 
昨年も地方議員の不祥事が相次ぎ、皆様

の議員（政治家）に対する評価は、大変厳しい
ものがあります。 
今後も初心を忘れず、皆 

様のために全力で努力をし 
て参ります。引き続きご指 
導、ご支援を賜りますよう 
宜しくお願い申し上げます。 
 初当選時からのﾓｯﾄｰである 
「常に現場を重視し、現場で皆様のお声を
聞き、現場の状況を自分の目で見て、区政
に反映させていくこと」をお約束します。 
本来であれば、ここで年始のご挨拶を申

し上げるところですが、有権者の皆様に対
して、年賀状その他で年始のご挨拶を行うこ
とは、公職選挙法で原則禁止となっておりま
すので、申し訳ありませんが 
控えさせて頂きます。 

高橋しんじプロフィール  

しがらみのない無所属 

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！ 
 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

東京都品川区東大井 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 でご覧頂けます。 
☆『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 事 橋しんじ 務所 

◇◆ご存知ですか？◆◇  ☆政治家の行為で 
禁止事項を一部ご紹介します（公職選挙法上） 

・選挙区内の方に年賀状（暑中見舞
い等）などの挨拶状等を出すこと
は、一部の形式を除き、禁止です。 
☆そのため年賀状をいただいた品
川区内の方々には大変失礼をし
ております。ご無礼をお許し下
さい。 

http://3.bp.blogspot.com/-Y0U4WSIAg3I/UZRF10iVmnI/AAAAAAAASq4/JnXL47qSc_0/s800/seijinshiki_woman.png
mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

◇元日の各紙社説の見出し◇ 
▽朝日新聞 
「憲法 70 年の年明けに 
  立憲の理念をより深く」 
▽日本経済新聞 
「揺れる世界と日本 
自由主義の旗守り、活力取り戻せ 

▽毎日新聞 
「歴史の転機 日本の針路は 
   世界とつながってこそ」 
▽読売新聞 
「反グローバリズムの拡大防げ 
 トランプ外交への対応が必要だ」 
▽産経新聞 
「自ら日本の活路を開こう」 
▽東京新聞 
「不戦を誇る国であれ」 
☆2017年は、イギリスの EU離脱国民投票、
アメリカのトランプ現象などの影響からか、
「国際政治」などのｷｰﾜｰﾄﾞが多く、ここ数   

年、国際政治・経済に関する主張
が目立ちます。国内に関しては、
憲法、民主主義等のｷｰﾜｰﾄﾞが多い。 
今年も希望ある社会づくりを品

川区政においても目指します 

 
ちょっとした話ながわ 

≪区民の税負担の状況≫ 
平成 27年度の財政状況が発表されました 
(平成 27 年度決算 広報しながわ 28/12/21 号)。 
◇特別区税－区民の皆さんが区に納める税金 
  平成 27 年度の決算額 
        ⇒444億 4251万円 
これは、歳入（区の収入）全体の 29.8％ 

☆区民１人あたりの負担額 116,953円 
    （赤ちゃんも含めます） 

つまり１年間に 116,953 円納めて頂いています

☆１世帯あたりの負担額は、209,441円 
 
◎区民の皆様の貴重な税金です。徹底 
した行財政改革を進めてまいります。 

 
 
 ズ 

◇行動的な 70代増加中◇ 
休日外出率 20代を上回る 

全国 70 都市の約 8 万人を対象に
国交省が2015年に実施した調査。
全体の外出率は平日 80.9％、休日 

59.9％で 1987 年の調査開始以来、最も低かったが、
70 代の休日の外出率は、20 代を初めて上回った。
年代別の外出率は、70 代が平日 71.3％、休日
57.3％、80 代以上も平日に半数近くが外出するな
ど、行動的なお年寄り像が浮かぶ。一方、20 代は、
平日 80.6％、休日 55.5％で 87 年の調査から大きく
減少。国交省担当者は、「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの買い物が普及
したことなども影響しているのではないか」と推測。    

参考：12/27 東京新聞 
 

 
 
 

 

 
発行者 高橋しんじ 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 
Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆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)。 
 
 
 
 
 
 

◇1/９(月・祝) 成人式 テーマは、 

『出逢えたみんなに伝えたい 
 ありがとう これからもよろしくね』 

☆11 時～。新成人が実行委員 
 で式典等を企画。ｲﾍﾞﾝﾄが盛 
 りだくさんです。小中学校時 
代の先生とお話もできます。 
品川区立総合区民会館「きゅ 
りあん」（大井町駅前）で。 
対象：約 2500 人。平成８年 
4/2～９年 4/1 生まれの方々 
です。     ◎予算額 648 万円 

☆1/1 時点で 20 歳の新成人は全国で
123 万人。2 年ぶりに増加しました。 

 
◇1/28（土）・29（日）10～17 時  

「伝統の技と味 /しながわ」展 

・品川区立総合区民会館「きゅりあん」 
☆品川区伝統工芸保存会による実演・展
示、味の店による実演・試食・販売な
ど。 
毎年恒例で 
す♪～ 
入場無料 
 
◎予算額 
 624 万円 
 

予算額 531 万円 
 

 

クイズの答え：①４人 ②Ｄ60
万円。衆議院・参議院比例代表
600 万円、衆議院小選挙区・都
道府県知事選 300 万円、区長選
100 万円、区議選 30 万円。 

月・水 ＪＲ大井町駅前 
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 

◎『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。 
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

朝、駅前にいます！ 

会場の様子（昨年） 


