☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇全国の中学生の運動部員数
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品川区議会議員
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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

日本中学校体育連盟の 2016 年調査。全国
大 会 が 開 催 さ れ る 運 動 部 の 部 員 は 216 万
1231 人。全中学生の 64.0％が加入。男子の
加入率は 73.7％、女子は 53.8％。さて、部
員数の多い上位 3 部を選んで下さい。
①ｻｯｶｰ ②軟式野球
③ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ④ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
⑤ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ⑥ｿﾌﾄﾃﾆｽ
⑦卓球
◎難易度☆☆☆☆

ちょっとした話ながわ
【平成 28 年度視察受け入れ】 参考：区議会 HP
月
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◇品川区の施策、他議会が視察
品川区議会では、議会活動や政策立
案等の参考に他自治体の先進的な取り
組みを調査します（行政視察といいま
す）。５つの常任委員会ごとに例年 10
月下旬に 2 泊 3 日で実施します。
◎29 年度予算 551 万円 （議員 40
名＋区議会事務局職員 11 名）
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同様に他の自治体の議会も品
川区の施策を視察に来ます。昨
年度は、全国から 47 件受け
入れました。受け入れの一部
をご報告します（⇒）。
視察項目は、教育、子育て、
防災など多岐にわたります。
☆このように他自治体の議会が品川区の
施策を参考としている例があります。
区議会として、今後も先進的で特色
のある施策の実施を求めて参ります。
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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。

議会 47 件
主な視察項目
伊勢崎市 他 ・小中一貫教育
・しながわ子育て応援歌
豊田市
・学校跡地を利用した複合施設
橿原市
・小学校における英語教育
瀬戸市 他
・公共施設活用プラン
姫路市
・要介護改善ケア奨励事業
高松市 他
・産業支援交流施設 SHIP
徳島市
・しながわネウボラネットワーク
板橋区
・しながわ防災体験館
武雄市 他
・議会改革の取り組み
大垣市
・しながわパパママ応援アプリ
周南市 他
・すまいるスクール
練馬区
・育休明け入園予約制度
飯田市 他
・リニア時代を見据えた観光政策
流山市
・町会および自治会の活動の活性
大阪市 他
化の推進に関する条例
・防災タブレット
富士市
・小中一貫教育及び保幼小の連携
三木市
・ヘルスケアタウンにしおおい

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 ページ 1
☆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 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)。

☆『虹色のチョーク』
（小松成美 幻冬舎 1300 円）
皆さんが一度は手にしたこと
のあるチョーク。その「ﾀﾞｽﾄﾚｽ
ﾁｮｰｸ」で有名。ﾁｮｰｸ業界 50％の
ｼｪｱを誇り、業界№１。『日本理
化学工業』です。社員の 7 割が
知的障害者（83 名中 62 名）。
「日本で一番大切にしたい会社」
と呼ばれています。私も川崎の
工場に見学に行き、その働く姿
に感銘を受けました。ご一読を！

◇いじめ相談 LINE で 大津市

ズ
◇区有施設に宅配ロッカー 世田谷区
再配達の増加などの問題
を受け、世田谷区は区役所
本庁舎など区立施設 3 か所
に宅配便の受け取りができ
る宅配ロッカーを 8 月内に
も設置する。23 区では初め
て。保管期間は最長 3 日、
24 時間利用可で、ヤマト運
輸や佐川急便等複数の業者
の宅配物を受け取れる。
公共施設の一部敷地を宅
配ロッカーの設置に活用することにより、住民の
利便性向上や事業者の負担軽減に加え、税外収入
の確保（区敷地の使用料）にもつなげたい考え。
参考：8/1 都政新報
☆駅・郵便局やｺﾝﾋﾞﾆに宅配ﾛｯｶｰが設置され、ま
た、他自治体にも設置が広がる動きがあります。官
民挙げて設置が加速されています。区も検討を！

2011 年にいじめによる中 2 男子の自殺があっ
た滋賀県大津市が、LINE（ライン）でいじめの
相談ができる仕組みを試験的に導入する。11 月
から来年 3 月までモデル校の生徒３千人を対象
に相談の投稿を受けつけ、ｶｳﾝｾﾗｰが対応する。
モデル校の市立中生徒に対し、平日の 17 時～
21 時まで、大津市が委託するｶｳﾝｾﾗｰが生徒から
の投稿にﾒｯｾｰｼﾞを発信して対応する。SNS（ｿｰｼ
ｬﾙﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ）の文面の画像を貼り付けて投稿
して相談することもできる。（携帯）電話に比べ
子どもにより身近な LINE に窓口を設け、いじめ
の実態把握や防止につなげる狙いがある。
参考 8/8 朝日新聞
☆様々な施策を組み合わせて「いじめ」の撲滅を目
指していく必要があります。品川区もいじめ相談窓
口があり、携帯・ｽﾏﾎ・ﾊﾟｿｺﾝから通報が可能で
す。いじめ対策の実効的な仕
組みになっているか。チェック
して参ります。

キーワード

8/6 朝日新聞

クイズの答え：1 位⑥ｿﾌﾄﾃﾆｽ 2 位
④ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ３位⑦卓球 以下①
ｻｯｶｰ➡陸上競技➡③ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ➡②軟
式野球➡⑤ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ➡剣道➡水泳、
と続きます。女子の１位はｿﾌﾄﾃﾆｽ、
男子の１位はｻｯｶｰ部でした。

LINE（ライン）
＝ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで音声通話や文字
のおしゃべりをする無料通話ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ。
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの電話帳から友人を登録し、ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（部活や特定のｸﾞﾙｰﾌﾟ）で会話す
る機能を使うことが多い。
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ（ｱﾌﾟﾘ）
＝ｽﾏﾎなどに入れて使える様々なｿﾌﾄ
のこと。ｹﾞｰﾑやﾒｰﾙ、音楽ﾌﾟﾚｲﾔｰ等
が使えます。LINE もその一つ。

・水 ＪＲ大井町駅前
ページ 2
朝、駅前にいます！月
火 京急青物横丁駅前

◎『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。
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。

木 ＪＲ大森駅前
金 京急立会川駅前
☆ 各 7:00-9:30 頃

