☆☆ 品川区イズ 605☆☆
◇1/29（土）,30（日）の区イベント

No.

605

2022 年 １月

品川区議会議員
無所属

1/29,30（10～16 時）に品川区立総合区民
会館「きゅりあん」７階イベントホールで開
催される予定のものは、次のどれ？
①「猫の健康」に関する講演会
②「キンボールスポーツ体験会」
③「伝統の技と味 しながわ」展
◎難易度☆☆

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

◎厚生委員会（私が所属）
◇新型コロナウイルス感染症に関する
保健所・保健センターの対応
➡◎オミクロン株への対応
1/9 現在、のべ 301 名の濃厚接触者への
対応。宿泊施設入所者 13 名、自宅待機者
30 名、対応終了者 258 名
【陽性者】(1/16 現在)
1/３～９ 184 名
1/9～16 856 名
☆保健所では陽性者へ電話で状況を聞き取
る等の業務で再び多忙となっています。
◇ワクチン接種状況について
➡1/21（金）から 3 回目開始。
【接種の流れ】
接種券が届く⇒予約する⇒接種を受ける
注：接種券には予約開始日が記載されて
いますが、券が届いたらすぐに予約が
可能です。
☆あくまで予定です。接種券発送予定日、予
約開始日時、接種開始日、ワクチンの種
類、接種会場など、最新情報は品川区 HP、
品川区新型コロナウイルスワクチン
接種コールセンター（電話 036633-2433）でご確認下さい。

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。

◎区民委員会
◇ワクチンパスポートアプリについて
➡昨年 12/20 より、ｱﾌﾟﾘに関する相談
窓口、国内利用のワクチン接種証明書
（紙）の発行開始。※詳細は、区 HP か
品川区新型コロナウイルスワクチン接
種コールセンターで。
◇令和３年度町会・自治会活性化促進調査
➡現状と課題：役員の高齢化、なり手不
足。活動従事者の固定化。区から依頼
される仕事の増加。新規加入
促進に苦慮。他

◎建設委員会
◇コミュニティバス試行運転開始について
➡3/28（月）～。往路 20 分、復路 20 分
30 分間隔。大人 220 円 小児 110 円
ルート JR 西大井駅⇒大井警察署⇒品川
歴史館⇒大森駅北口（※水神口）
参考『広報しながわ 1/11 号』
☆詳細は後日ご報告します。
◇区の住宅政策について

高橋しんじプロフィール
2019 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。2007 年初当選（2541 票）
、2011 年 5232
票（１位）
。2015 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
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☆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)。

1/21(金)～、区の集団接種会場で追加
(3 回目)接種の前倒し接種を開始します。
対象者は、2 回目接種から 6 か月以上経
過した 65 歳以上の高齢者。ワクチンは
モデルナ社製です。また、2/14(月)～、
区内医療機関で追加(3 回目)接種を開始します。対
象者は、2 回目接種から 7 か月以上経過した 18 歳
以上の方。ワクチンはファイザー社製です。☆最新
の情報、詳細は品川区 HP、品川区新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンターでご確認下さい。

◎文教委員会

◎総務委員会

◇令和４年度新入学 学校選択の希望理由
に関する調査について。
（ ）は回答数順位
〇小学校・中学校とも「学校が近く通学し
やすい」
（小１位、中２位）、
「学校の教育
活動が魅力的」
（小２位、中３位）が上位
に入った。小学校では、友人関係や兄弟の
在籍または、親の出身校（３位）
が重視され、中学校では、友人関係
（１位）や部活（４位）が重視され
ている。
◇学校選択の抽選結果について
☆その学校の学区以外の児童が入学を希
望（＝学校選択）したが、現在入学決定で
きない例（＝「待機中」といいます）が大変
増えています。また、兄（姉）がいても同様
の例がとても増えています。教育委員会と
して事前にしっかりと説明し、ご理解いた
だく必要があります。

◇若者の政治参画を推進する施策について
〇若者層の投票率－24 歳までに
20％下がる。
【令和３年衆議院（小選挙区）議員選挙】
18 歳
57.8％
19 歳
50.6％
マイナス
20 歳
44.9％
20％！
21～24 歳 38.1％
〇区の啓発事業
・区立小中学校への出前模擬選挙
・18，19 歳対象の啓発－誕生日にメッ
セージカード送付。啓発チラシ送付。
・ポスターコンクール
〇今後の取り組み
・シナモロール活用の啓発
・模擬選挙の展開
☆残念ながら投票率アップにつなが
っていません。さらなる施策の工夫
を求めます。

ちょっとした話ながわ
「受け子」容疑の中３、
品川区補助事業機器の AI 使い逮捕
警視庁は、中３の少年（14。埼玉県草加市）
を詐欺未遂容疑で逮捕したと発表した。荏原署
によると、ほかの人物と共謀し、品川区の 80
代女性に甥（おい）を語って「取引先の書類の
カバンをなくした。お金を貸してほしい」と電
話をかけ、現金をだまし取ろうとしたというも
の。少年は取引先の関係者を装い、女性を呼び
出した公園に現れたという。「ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑで知り
合った知人から手伝うように言われてやった」
と話している。被害を防いだのは「特殊詐欺対
策アダプタ」と呼ばれる機器で、女性の自宅⇗

⇗の電話に品川区が今年度に始めた補助事業
（1/21 まで）を使って設置。これは人工知能
（AI）が不審な電話を探知して親族などに知ら
せる機器。今回はうその電話に気付いた区職員
が署に連絡した。警察が受け渡し場所で受け子
を待つ「だまされた振り作戦」で取り押さえた
という。署は、自治体の補助制度を活用し、こ
うした機器を設置するよう呼びかけている。
☆幸いにも被害を防ぐことができました。
◎問い合わせは警察署へ 参考：朝日新聞 1/19
品川警察署 03-3450-0110
大井警察署 03-3778-0110
大崎警察署 03-3494-0110
荏原警察署 03-3781-0110

クイズの答え：③「伝統の技と味
しながわ」展。入場無料。品川区伝統
工芸保存会による実演・展示、味の店
による実演・試食・販売など。毎年恒
例です♪体験ｺｰﾅｰもたくさん！コロ ◎『区政報告』をお配りしています。
ナ感染拡大による変更（中止等）もあ ◎議会等の事情で変更する場合があります。
ります。お出かけ前に必ずご確認を。 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
①2/19②1/23 は感染拡大で中止。

・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 頃-9:30 頃

