
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 事 橋しんじ 務所 

 

 

☆☆ 品川区イズ 515 ☆☆ 
◇駅名は？？ 

写真は、京浜急行のある駅の看板です。（ ）
には、ここの駅名（4 文字）のうちの 3 文字
が入ります。その文字を答えて下さい。 
京急によるアニメ『ワンピース』とのｺﾗﾎﾞ企
画、「京急宴線(えんせん) 真夏の ONE PIECE
列車」と題したｷｬﾝﾍﾟｰﾝ。◎難易度☆☆☆☆  

 
 
 
 
  ※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

2019 年 ８月 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

No.515 

 
 

 
 

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！ 
 

高橋しんじプロフィール  

 しがらみのない無所属 

ちょっとした話ながわ 

≪23区から物価安い地方へ≫ 
『定年後、移住の動き』  

転出者数、品川区 5位 
 定年退職時期を迎える 60 歳以上の転出者
が多い 20市区町村のうち 17は、東京都の特
別区（23区）が占めていることが金融庁の集
計でわかった。住居費等の物価が高い都心か
ら、生活費が比較的安い地方都市や郊外へ移
住し「生活防衛」する傾向を反映したとみら
れる。 
 転出者数から転入者数を差し引いた純転出

者数が最も多かったのは世田谷区。次いで大
田区。転入者数から転出者数を差し引いた純
転入者数の最多は札幌市、次いで福岡市。 
 金融庁金融審議会の資料。「故郷、生活コス
ト、医療・交通環境などを理由に、大都市か

ら地方都市や郊外に移住する動きがある」と
分析。「こうした世代に特化した金融サービス
の必要性」を指摘した。参考：7/26 東京新聞 
 
 
 

 
 

 
   が多い（人） 

１ 世田谷区 3458 
２ 大田区 3341 
３ 横浜市 3173 
４ 杉並区 2850 

５ 品川区 2619 

６ 練馬区 2399 
７ 新宿 2192 
８ 北区 2190 
９ 目黒区 2189 
10 中野区 2043 
 
  ◇ご存知ですか？区役所内で保育。 

     オアシスルームが区役所内にもあ
ります。オアシスルームは、在宅で子

育てしている保護者が、買い物、通院、
ﾘﾌﾚｯｼｭ等の用件をすませる間、一時的
にお子さんをお預かりする事業です
（全 12ヶ所）。区役所では、行政手 

続きや区の事業に参加する場合、事前予約なし 
で預けることができる「行政サービス利用者 

枠」もあります。ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約ｻｲﾄもあります。 
詳細は、区 HP、保育支援課：03-5742-6039 
 

純転入者数が多い（人） 
１ 札幌市 11185 
２ 福岡市 3402 
３ 千葉市 2201 
４ 八王子市 1664 
５ 青梅市 1615 
６ 相模原市 1498 
７ さいたま市 1479 
８ 柏市 1326 
９ 仙台市 1259 
10 旭川市 1031 
 

 純転出者数 
【退職世代（60 歳以上）の 

転出入が多い自治体】 
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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)。 

 
 
 
 
 

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！ 

クイズの答え: 青物横丁駅の「青物横」 
です。期間は、7/8～9/16。他駅は、生
麦駅⇒「生麦わらの一味駅」、上大岡駅
⇒「ナミ大岡駅」、YRP野比駅⇒「Y 
アールフィ野比～駅」、黄金町駅⇒「ゴ
ール・D・ロジャー駅」、横須賀中央駅
⇒「横スタンピード中央駅」、三浦海岸
駅⇒「三浦“海賊王に俺はなるっ!!!!”駅」
の副駅名称。各駅の看板にはｲﾗｽﾄも♬ 
 
 
 

ちょっとした話ながわ 

◇東京五輪、ﾎｯｹｰ会場は品川区？ 
 ホッケー会場がどこにあるか、ご存知です
か？ 

2020東京五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開幕まで 1年を切
りました。競技会場がある各自治体は開催 
される競技の普及活動を加速している。 
「ホッケーって冬の競技じゃないの？」品川

区の五輪準備担当者は、こんな区民の声をいま
だに聞く。五輪会場になる大井ふ頭中央海浜公
園ホッケー競技場（品川区八潮）の完成披露式
典を 8/17 に予定するが、区民の盛り上がりは
これからだ。都の調査によるとﾎｯｹｰの認知度は

55％と下から 4 番目の低さだ。品川区では、
競技の魅力を知ってもらうため、強豪チームの
エキシビションマッチを開いたり、元女子日本
代表選手を非常勤職員に採用した。体験イベン
ト等も多数開催。   参考：7/24 日経新聞 
 
 

☆区は、普及に努力していますが、盛り上
がりは、まだまだです。皆さん、いろいろ
なイベントなどで体験して下さい！ 
なお、ビーチバレーも区内開催です。

（品川区東八潮：船の科学館のそば） 
 

【認知度の低い競技】 

競技   認知度％ 

近代五種 43.2 

セーリング 50.2 

ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ 50.5 

ホッケー 55 

テコンドー 55 

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 57.1 

ゴルフ 58.3 

サーフィン 58.5 

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 60.3 

ラグビー 61 

 

【認知度の高い競技】 

競技   認知度％ 

水泳 97 

陸上競技 95.7 

柔道 94.9 

体操 92.4 

レスリング 90.1 

卓球 89.5 

バレーボール 87.7 

バドミントン 85.8 

フェンシング 81.8 

野球・ソフト
ボール 

80.5 

 

 
 ズ 
◇障害ある子も安全に 都立 2公園整備 
 都立砧（きぬた）公園（世田谷区）と府中の
森公園（府中市）で、障害がある子どもも安全
に遊べる遊具の整備を都が進めている。都立公
園にはなかったため、保護者や支援団体から要
望が寄せられていた。 
 砧公園は、約３千平方メートルのｱｽﾚﾁｯｸ広場
を改修。車いすでも遊べるよう、ｽﾛｰﾌﾟを設けた
大型遊具や道路の幅を広げた迷路を作る他、↗ 
 

↘体幹の弱い子どもも乗れる背もたれ付きブラ 

ンコ（⇓写真）を新設する。完成は来春の予定。 
予算は２公園で約１億円を見込む。 

参考：7/24 朝日新聞 
☆品川区立公園でも取り入れるよう要望します。 
 

国営昭和記念公園 
イメージ図 

高橋しんじ事務所では、毎年、大学生がインター
ンシップ（注）を体験します（＝インターン生と
いいます）。区議会議員の仕事を通じて、政治と社
会とのつながり、社会に対する知識を養い、社会
への関心を高める事が目的です。毎年数名を受け
入れています。今年は、大学生 
と高校生を受け入れる予定です。 
私も大変勉強になっています。 
注 インターンシップ：学生 
が一定期間、民間企業や官 
庁等で研修生として無報酬 
で就業体験を行うこと。 
 

 


