☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇区長選に投票できる 18 歳って？
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477

2018 年

8月

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

9/30 は、品川区長選挙が予定されていま
す。９/23 告示（＝選挙ｽﾀｰﾄ）、9/30 投票日
（開票も行います）です。さて、次の日が 18
歳の誕生日の人のうち、選挙権がある人を選
んで下さい。複数あります。
①Ａさんは、9/23 生まれ
②Ｂさんは、9/29 生まれ
③Ｃさんは、9/30 生まれ
④Ｄさんは、10/1 生まれ
⑤Ｅさんは、10/2 生まれ
◎難易度 ☆☆☆☆
※区議会議員補欠選挙も同時に実施されます

ちょっとした話ながわ
◇的場騎手（大井競馬） 7152 勝
大井競馬（品川区勝島）の的場
文男騎手（61）は、8/12、大井
競馬場で行われた第 5 ﾚｰｽでｼﾙｳﾞ
ｪｰﾇに騎乗して、1 着となり、地
方競馬最多勝記録を 17 年ぶりに
更新する通算 7152 勝を挙げた。
1973 年 10 月のﾃﾞﾋﾞｭｰ以来、
４万 567 回の騎乗で偉業を成し
遂げた“大井の帝王”は、表彰式
では「皆さんのおかげで日本一の記録を作るこ
とが出来ました。これからも大事に乗っていき
たい」とあいさつした、中央競馬では、武豊騎
手（49）の 3989 勝が史上最多。
参考：8/13 東京新聞（写真も）

◇しながわ 2020 ｽﾎﾟｰﾂ大使任命
品川区は、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ日本代表の川村怜さ
ん（りょう、29）、「義足のﾀﾞﾝｻｰ」として 16
年ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの閉会式に出演した大
前光市さん（38）、元競泳五輪代表の伊藤華英
さん（33）を任命した。
川村さんは 5 歳の時、目の病気である「ぶ
どう膜炎」が見つかり視力が低下した。大前さ
んは、任命式で片足が義足でも軽やかなｽﾃｯﾌﾟ
を披露した。↗
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☆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。

◇アオノリュウゼツラン
待望の開花
30～50 年に一度しか咲か
ないといわれる植物「ｱｵﾉﾘｭｳ
ｾﾞﾂﾗﾝ」の花が星薬科大学薬用
植物園（品川区荏原２丁目）
で開花した。
「ｱｵﾉﾘｭｳｾﾞﾂﾗﾝ」は高さ６ｍ
以上にもなる。まっすぐ伸び、
茎から枝のように黄色い細か
な花（写真下）が咲く。メキ
シコなど中南米の熱帯域で育
ち、お酒のﾃｷｰﾗの原料にもなる。
参考：8/3 朝日新聞他
↗しながわ 2020 ｽﾎﾟｰﾂ大使は今後、区の様々
なｲﾍﾞﾝﾄに出演し、
区ＨＰより
区内開催応援 3 競技
を PR するとともに、
東京 2020 大会への
機運を高める役割を
担う。
参考：7/30 産経、
区ＨＰ

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

◇区長選、前回投票率、なんと 23％…
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)。

ズ

区長選挙が 9/30（投票）に予定されています。
区長選挙は、本来、区議会議員選挙と同じ時期（統
一地方選挙といいます）に実施されます。
しかし、前の区長が平成 18 年 8/21 に亡くなっ
たので、平成 19 年 4 月ではなく、前倒しで平成
18 年 10/1 に実施され、それ以来、この時期に実
施されています。前回の投票率は、23.22％で過
去最低。４人のうち３人が棄権という状況でした。
区政のかじ取りをする区長を選ぶ大切な選挙で
す。ぜひ、投票へ！
区長選投票率
33.0%

31.0%

23.0%

◇ゴミ分別 ＡＩ（人工知能）が案内 墨田区
墨田区は、ＡＩを活用し
たごみの分別案内を始め
た。区のＨＰに「ごみの分
別案内ポット」を掲載し、
ﾁｬｯﾄ形式（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの会
話形式）で住民からの問い合わせに答える。23
区で初めてという。ｻｰﾋﾞｽの向上や職員の事務
の効率化につなげる。利用者がﾊﾟｿｺﾝやｽﾏﾎで捨
てたいものを入力すると、ＡＩが内容を分析
し、分別区分や回収拠点、手数料などを回答す
る。NTT ﾄﾞｺﾓが開発したｼｽﾃﾑを導入。24 時間、
無料で利用できる。参考：8/18 日経、東京
☆すでに横浜市が導入していており（「ｲｰｵのごみ
分別案内」）、ちょっとｲｼﾞﾜﾙな質問への答えが
話題になっていました。「ダンナ」（粗大ごみ??）
に対する答えもなかなかのものです（苦笑）。ぜ
ひ、一度アクセスしてみて下さい。

◇暑さ指数 危険度 配色見直し
色覚障害者に配慮
熱中症の危険度を知らせる環境省の「熱中症
予防ｻｲﾄ」で、地図上で色分けした「暑さ指数」
の表示が色覚異常のある人に識別しづらいこ
とが分かり、同省は配色の見直しを決めた。先
天的に色の見え方 が一般と違う人は国内に
300 万人以上いるとされ、環境省によるとこう
した人には 5 段階で最高の「危険度（赤）」と
2 番目の「厳重警戒（ｵﾚﾝｼﾞ）」、4 番目の「注意
（緑）」が同じように見えるという。配色見↗

平成１８年

平成２２年

平成２６年

過去
最低
⤵⤵

◇免許証、期限を西暦表示に
警視庁は 8/2、運転免許証の有効期限の表記
を元号から西暦に変える方針を決めた。意見募
集の結果を踏まえ、免許証の様式を定めた道路
交通法施行規則を改正する。実際にﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
「西暦版」の免許証が交付されるのは来春以降
になる見通し。同庁は「免許を保有する外国人
が増加していることへの対応」と説明してい
る。また、免許証に添付する写真の規定を見直
す方針も決めた。宗教上や医療上の理由がある
場合、帽子などをかぶることを認める。顔の輪
郭等がわかることが条件で、がん患者の医療用
の帽子等を想定している。 参考：8/3 日経
↗直し作業が今
年の猛暑ｼｰｽﾞﾝ中
に完了する見通
しは立っておら
ず、環境省は
「改善されるま
では色表示だけ
でなく数値等も
参考に判断して
ほしい」としている。
参考：7/18 東京新聞

クイズの答え：①,②,③,④（④民法
では 10/1 生まれは、9/30 に満 18
歳になるとみなす）の人が 9/30 の投票
↗
日に投票できます。4/1 生まれの人が、
3/31 生まれの人と同じ学年になるのと ◎『区政報告』をお配りしています。
同じﾙｰﾙです。期日前投票（９/24～）や ◎議会等の事情で変更する場合があります。
不在者投票は、別に細かなﾙｰﾙがあるの ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
で区選挙管理委員会にお問い合わせを。

↑実際はｶﾗｰ

・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
金 京急立会川駅前
☆各 7:00-9:30 頃

