☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇「出没！アド街ック天国 大井町」
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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

９/15 のﾃﾚﾋﾞ東京「出没！アド街ック天
国」は大井町特集。20 位までを放映。さて、
つぎのﾍﾞｽﾄ 10 の空欄は？選んで下さい。
1 位 （①）
2 位 JR 東日本東京総合車両センター
3 位 （②）
4 位 阪急大井町ｶﾞｰﾃﾞﾝ
5 位 焼肉激戦区 6 位 萬来園（中華料理）
7 位 ﾔﾏﾀﾞ電機 LAB 大井町店
8 位 オーイ地下飲食店
9 位 丸高（魚すり身ﾒｰｶｰ）
10 位 （③） 選択肢 a. ｽﾎﾟﾙ品川大井町
b.ｷｬｯﾂｼｱﾀｰ＆四季劇場［夏］ c. 飲み処濱田
d.ｾﾞｰﾑｽ坂 e.東小路・平和小路◎難易度☆☆☆☆
開票所の様子⇒
（総合体育館）

区長選挙・区議
会議員補欠選挙
が 9/30 に投開
票されました。
選挙期間中は、
政治活動が制限されますので、駅頭等での『区
政報告』配布をお休みさせて頂きました。
『区政
報告』配布を再開いたします。ご愛読のほど、
よろしくお願い致します。

視察に行ってきました！
(文教委員会 9/5-6)

◇投票率・32.71％
（前回 23.32％）
有権者 322,699 人
投票者 105,563 人
・当日投票者数 65,961 人
・期日前投票者数 39,229 人⇒投票者の 37％！
☆前回の 23.22％よりアップしましたが、約 7 割の方
の棄権は、大きな課題です。（前々回 31.7％）
更なる投票率 up の取り組みを求めます。

兵庫県・大阪市
鳥取県

人口：約 56 万人 ※品川区:約 39 万人
⇗包丁も使っていました（写真
面積：約 3,507 ㎢ ※品川区:約 22.7 ㎢
右）。「大人は黙っている」と
いう決まり。
「危ない、だめ、汚い、早く」と
◇「子育て王国鳥取県の子育て政策」
言わない、というﾙｰﾙも。
「育てるのではなく、
鳥取県は、
「子育て王国とっとり条例」を制定
育つ力を見守る」という言葉が印象的でした。
し、「子育て王国鳥取県」の建国宣言をしていま
とても素晴らしい教育方針での保育でした。
す。県庁には「子育て王国推進局子育て支援課」
があります。鳥取県は、全国 1 位が、県内待機
児童数ゼロ、小児科医師数、産婦人科・産科医
師数など、その他の項目も含め子育て環境は、
全国的にﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ。
そして、今回は、「森の幼稚園」へ。毎日野
外へ出かけて、自然の中で伸び伸びと保育を
行っている幼稚園。当日は、鳥取砂丘そばのｷｬﾝ 火をおこし…
高橋しんじプロフィール
ﾌﾟ場での活動を見学。火を焚いてのｸｯｷﾝｸﾞ。⇗
Ｚ 位。１位と
平成 27 年 4 月 5551.247 票（2

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。

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
◇高級感より“人情味”
ちょっとした話ながわ
住みやすい品川ＰＲ
区、動画やﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾞｽ

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！！
そのため、
☆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)。

「品川駅は品川区じゃないんだ！」。品川区は今月
から、区を PR する動画やﾕﾆｰｸなｷｬｯﾁｺﾋﾟｰを展開し
ている。品川駅の自由通路のﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞや京浜
東北線内のﾄﾚｲﾝﾁｬﾝﾈﾙで 15 秒間の㏚動画「Promise
～ｼﾅｶﾞﾜにきっと～」を放映。動画の冒頭は区の職
員２人が登場し「品川駅は港区だぜ」
「品川じゃな
いんだ」との会話から始まる。㏚動画は渋谷駅西
口ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ交差点の大型ｽｸﾘｰﾝでも放映。品川区内
や六本木からお台場まで運行する都営ﾊﾞｽにｷｬｯﾁｺ
ﾋﾟｰのﾗｯﾋﾟﾝｸﾞを施した。
参考：産経新聞 10/4

人口：約 272 万人
面積：約 225 ㎢

兵庫県議会

◇「インクルーシブ教育について」
多くの説明を受けましたが、ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ
教育推進室という部署を設置し、多くの人員を
配置していることが大きな特徴です。品川区で
は一人でいくつもの業務を担当している点と比
べて、充実した施策が展開できています。また、
品川区では教育委員会が担当している就学相談
（＝配慮が必要な児童・生徒の入学相談）を大
阪市では学校が窓口となり、責任をもって行っ
ている点が先進的で大変参考になりました。
こちら側
※インクルーシブ教育
が議員
子ども達が多様であることを前提に、障害の
有無に関りなく、誰もが望めば自分に合った
配慮を受けながら、地域の通常学級で学べる
ことを目指す教育理念と実践プロセス。
人口：約 548 万人
面積：約 8,400 ㎢
◇「人権教育、食育教育について」
〇人権教育-子ども、障害者、高齢者、
外国人等の課題に積極的に取り組んでいる。
特に参考になったのは、いじめ問題への取り
組み。「いじめ対応マニュアル」が作成され、
未然防止、早期発見、早期対応、ﾈｯﾄいじめ、
学校の組織的対応等が整理されていました。特
に「いじめ対応の失敗から学ぶ」は、対応が不
十分であった具体的事例と問題点がよくわか
り、現場の先生方に大変参考となります。
外国人児童生徒への対応も充実していまし
た。公立学校に 3,131 人在籍。そのうち 994
人に日本語指導が必要。当該児童生徒の母国語
を話せるサポーターを派遣して早期適応を促
進（14 言語。103 校に 75 人。予算 8,677 万円）。
クイズの答え：1 位①e.東小路・平
和小路 3 位②b. ｷｬｯﾂｼｱﾀｰ＆四季
劇場[夏] 10 位③a. ｽﾎﾟﾙ品川大井町
☆c. 飲み処濱田（はまだ）⇒18 位、
d.ｾﾞｰﾑｽ坂⇒14 位。11 位以下も個性的
なものやお店がたくさん。テレビ東京
の HP で詳細をご覧いただけます♬～

こんな感じ
で説明を受
けました。

☆区議会では、常任委員会ごとに委員会に
関連することを調査研究するために他の自
治体の施策を視察しています（行政視察と
いいます）。例年、２泊３日で実施。また、
視察の際には、区の職員が数名同行します。
貴重な税金による視察です。成果を今後の区
政に活かすよう区に政策提言して参ります。
◎30 年度予算額（議員 40 人＋区職員 11 人）
5 つの常任委員会で ⇒約 551 万円
【各委員会の視察先】☆私の所属委員会
委員会
日程
視察地
総務
9/3-5
浜松市・京都市・大阪市他
区民
9/4-6
八戸市・函館市・札幌市
厚生
9/4-6
富山市・上田市・長野県
建設
9/5-6
神戸市・浜松市・名古屋市
☆文教 9/5-6
兵庫県・大阪市・鳥取県
※台風の影響で１泊 2 日の委員会もあります。
区民委員会は北海道地震に遭遇しました。

朝、駅前にいます！

月・水 ＪＲ大井町駅前
火 京急青物横丁駅前
◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
◎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

