☆☆ 品川区イズ 514 ☆☆
◇都立小山台高校、都予選決勝敗退

No.

514

2019 年

７、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

都立小山台高校（品川区小山 3 丁目）は、
7/27、全国高校野球選手権大会の東東京大会
決勝戦で 2 年連続の敗退。平成 26（2014）
年に次ぐ、２度目の甲子園出場はかないませ
んでした。公立校の 2 年連続の決勝戦進出は、
72 年ぶりです。さて、昭和 21（1946）、22
（1947）年と連続して決勝進出した学校は、
どこでしょうか？（選択肢は現在の校名です）
①国立筑波大学付属高②都立日比谷高
③都立立川高
④都立小山台高
◎難易度☆☆☆
品川区ＨＰより⇒

18,19
開票場
歳の投票率
：総合体
育館

参議院議員選挙が 7/4～7/20（21 日投開票） ◇投票率（品川区）
に行われました。選挙期間中は、政治活動が一 ・参議院選挙
部制限されますので、駅頭での『区政
東京選挙区選挙
報告』配布をお休みさせて頂きました。
51.43％（前回：平成 28 年 57.63％）
約 1 か月ぶりに『区政報告』配布を
※全国では、48.80％（前回 54.70％）
再開いたします。ご愛読のほど、よろ
過去最低の 44.52%(1995 年)次ぐ低投票率
しくお願いいたします。
☆区内有権者の約 1/2 の棄権は大きな課題です。

◇7/22 の各紙社説の見出し◇

▽朝日新聞
「自公勝利という審判
「安定」の内実が問われる」

▽毎日新聞
「自公が多数維持
課題解決への道筋見えず」

▽読売新聞
「安定基盤を政策遂行に生かせ
超党派で社会保障を論じたい」

▽産経新聞
「「大きな政治」の前進図れ
有志連合への参加を試金石に」

▽東京新聞

ちょっとした話ながわ
≪高校生等の入院医療費助成≫

品川区は、高校生等（15～18 歳）の入院治療費
等を助成します。所得制限はありません。
[助成用件］
・健康保険に加入・子どもの住所が区内
[助成範囲]・保険適用の入院医療費の自己負担分
・入院時食事療養標準負担額
[助成方法]・区役所の窓口で申請を受付後、審査し
て、指定された保護者の銀行口座に助
成額を振り込む
[受付開始]・令和元年 7/1～
＜問い合わせ先＞子ども家庭支援課
03-5742-9174・6721
◎予算額 1871 万円

「政権運営は謙虚、丁寧に」

▽日本経済新聞
「大きな変化を望まなかった参院選」

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。

高橋しんじプロフィール
平成３１年 4 月 6,205．403 票（１位）の
ご支持を頂き、現在４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）。平成 27 年
5551 票（58 票差で 2 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

ズ
◇18、19 歳 投票率 31％！（全体 48.8％）
発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６４

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)。
総務委員会
【工事請負契約について】
＜区の行う工事の議案審査
入札状況報告（一部）＞
・防災行政無線設備更新工事
デジタル化へ
２億 6,526 万円
・八潮北保育園（八潮）大規模改修工事
2 億 6,653 万円
・鮫浜小学校（東大井）校舎改築その他
工事 41 億 4,700 万円
（3 工事合計）
他

総務省は、23 日、参院選での 18，19 歳の投
票率を発表（速報値）
2016 年 2019 年
初めて 18 歳以上に
51.28
34.68
選挙権が適用された 18 歳
前回 2016 年よりも 19 歳
42.30
28.05
15.46％も低い
①18～19
46.78
31.33
31.33％でした。わ
54.70
48.80
ずか 3 年で大幅なﾀﾞ ②全体
ｳﾝです。啓発を！
▲7.92
②－①
▲17.4

区民委員会
【特殊詐欺被害の現状について】
①品川区における特殊詐欺被害の推移
193 件

3.2 倍

建設委員会
【広町地区におけるまちづくりの検討状況】
・区有地および JR 広町住宅跡（現：ｽﾎﾟﾙ品川大
井町）からなる広町地区のまちづくりについ
て、区は JR 東日本と、平成 30 年 7/27 に「広
町地区におけるまちづくりの推進に関する協
定書」を締結、検討をすすめている。

文教委員会（私が所属しています）
【平成 31 年 4 月保育園入園状況について】
地区
申込者
入園者
不承諾
品川
６３５
４６８
１６７
東大井・
７２８
５２２
２０６
八潮
大崎
３５１
２７３
７８
大井
５９７
４９２
１０５
五反田
６６５
５１０
１５５
荏原
５２９
４５９
７０
合計
3,505
2,724
781

待機児童
１
９
０
２
０
０
12

3 億 5,475 万円

1.9 倍

※平成 30 年度の
被害は、193 件、
3 億 5475 万円。
②現在の被害状況（昨年同時期と比較）
2019
平成 30 前 年
5 月末 5 月末 比
総件数
５４
８３
-29
ｵﾚｵﾚ詐欺
17
43
-26
架空請求詐欺
10
25
-15
還付金詐欺
27
15
12
7,081 １ 億 ﾏｲﾅｽ
被害額
万円
6,805 9,724
万円
万円
・前年に比べ、件数、金額ともに減少
・還付金詐欺被害が増加
☆様々な防止策の展開を求めて参ります。
◇待機児童 12 人の内訳
品川 1 人、東大井・八潮 9 人、大井 2 人
0 歳児 1 人、1 歳児 11 人
☆認可保育園受け入れ数の拡大により、待
機児童数は減少していますが、不承諾数
の数は、780 人を超えています。地域ﾊﾞﾗ
ﾝｽ等、今後もきめ細やかな施策を。

クイズの答え: ①当時の校名は、東京高
等師範学校附属中学でした。1946 年
都立第一中学（現：都立日比谷高校）
に勝ち優勝（甲子園では準決勝で敗退）。
1947 年慶應商工に敗れ、準優勝。この ◎『区政報告』をお配りしています。
年、都立一中は、準決勝で敗退。また、 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
都立第八高校（現：小山台高校）は、1949 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
年に決勝で敗退。甲子園まであと一歩…

・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

