
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2011201120112011 年年年年 2222 月月月月    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

区役所のﾌﾟﾗｽｲﾒｰｼﾞがﾀﾞｳﾝ… 

  昨年実施された第 19 回世論調査（回答

者 1125 人）における『品川区役所のイメ

ージ』という設問で「気軽に行ける」「親切」

「信頼できる」など６項目のうち４項目で平

成 18 年の調査と比較してダウンしていま

す。理由は、「区の職員と接して」が 56.8％、

「役所の建物や事務室の様子から」21.7％で

した。改善を求めます。さて、マイナスイメ

ージも質問にありました。回答率の高かっ

た順に並べ替えてください。 

 

① いかめしい 

② 融通が利かない 

③ 暗い 

④ 無責任 

⑤ 冷たい 

東京都品川区東大井 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：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    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 

若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、

早稲田実業高、早稲田大学（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。東京大学研究員、塾などを経て、

教師（早稲田実業高、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４月 無所属・新人として 

2541 票の支持をいただき初当選！ 

『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定１１１１級級級級』』』』合格合格合格合格（（（（22222222 年年年年 12121212 月月月月））））    

 ☆初心を忘れずにガンバります！ 

 
しがらみのない無所属 

品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    

無所属無所属無所属無所属    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    

No.167 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

 
ズ

≪2011 年度 予算案から≫ 

◇世田谷区、子ども駅伝開催へ 

区は、「箱根駅伝の選手を輩出

したい」という壮大な夢を抱き、

大会を開催する。区内には、箱

根駅伝の常連校の駒大、日大、

東農大などが多いだけに区長も

期待している。約 30 の中学区対

抗戦で、小５、６、中１，２の各学

年数人ずつが数㌔ずつ走る。 

区では、中学校 1 校、小学校２校程度が連携

する９年教育に取り組んでおり、駅伝のたす

きでリレーで交流促進にもつなげたい意向。 

◎◎◎◎予算額予算額予算額予算額 117117117117 万円万円万円万円（23/2/4 東京新聞）

◇新宿区、誕生祝いに木のおもちゃ贈呈 

都会の子どもに木のぬくもりを感じてもら

おうと、新年度から新生児の誕生祝いとして

木製おもちゃを送る。友好関係を結ぶ長野県

伊那市の職人が地元産の木から手作りすること

で友好都市の森林保全や産業振興にも一役買

う。カラマツなどの伊那産の木を中心とした

手作りおもちゃは 9 種類あり、1 種類を選ぶ。

木のおもちゃは、「なめて」も安全で香りや手触

りがよく、癒し効果もあるといわれている。これ

までは図書カード（1 万円）を贈呈。 

区内では、年間 2 千人の赤ちゃんが生 

まれている。  ◎◎◎◎予算額予算額予算額予算額    2600260026002600 万円万円万円万円 

☆☆☆☆心温心温心温心温まりますまりますまりますまります。。。。（23/2/16 東京新聞） 

 

 

ちょっとした話ながわ 

3/16 大井町に阪急オープン 

阪急阪神百貨店は、食品専門店「阪急大井食

品館」を 3/16 にオープンすると発表。同店は

3 月に開業する「阪急大井町ガーデン」の核

店舗。平日は午前 10 時から午後 10 時まで営

業し、売り場の大半で生鮮品や総菜を充実さ

せる。初年度 65億円（！）の売り上げを目指

すという。  （参考：日本経済新聞 23/2/16）

 

鮫洲運動公園で子どもが工事体験 

2/22午前、改修中の鮫洲運動公園（東大井１

丁目）で、近隣の小学校（鮫浜小・立会小・

城南小の 40名）が工事を見学し、丸太ステッ

プの色塗り（写真下）、工事車両に乗車、測量

等の工事体験をしました。午後は、この公園

の遊具などのｱｲﾃﾞｨｱを出した小中学生が参

加。子どもたちはとても楽しんでいました。

また、区職員、工事関係者の方々も笑顔で説

明していました（楽しんでいました？？）。と

ても良い企画でした。 

ある保護者の方の言 

葉が印象的でした。「息 

子が親になった時、息子 

は子どもに「ここは、パパ 

が作ったんだよ♪」と言え 

ますね～」☆本当ですね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 品川区議会無所属クラブ 

発行者 高橋慎司（副幹事長） 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 

Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

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 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』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。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！

 少年非行、増加？減少？ 

内閣府は、昨年、全国の成人 3

千人に調査。周囲で子どもの非行

を見聞きしていないのに、少年非

行が「増えている」と感じている人

が 75.6％に上った。身の回りで実

際に少年非行が起きていないと答えた人は、

44.3％で 05 年の調査から 10％近く増加した。

2005～09 年に少年の刑法犯の摘発者数は 3

割近く減少したが、今回調査で「非行が減って

いる」と答えた人は、３％だけでした。☆ﾃﾚﾋﾃﾚﾋﾃﾚﾋﾃﾚﾋﾞ゙゙゙、、、、

新聞新聞新聞新聞などのなどのなどのなどの影響影響影響影響でででで「「「「非行非行非行非行がががが深刻化深刻化深刻化深刻化していしていしていしてい    

るるるる」」」」とのとのとのとの認識認識認識認識がががが社会社会社会社会のののの中中中中ににににああああるのではるのではるのではるのでは。。。。    

   ２月８日に協議会が開かれました。私

は、この協議会の委員です。 

   青少年問題協議会は、文字通り、年に数

回開催され、青少年問題について話し合いま 

す。委員は、区長など区の職員、学識経験者（保

護司、主任児童委員、ＰＴＡ関係、地区委員会

など）、小中学校校長、警察署長、児童相談所 

（北品川１丁目）長、区議会議員他、約 50 人。

会議では、地区委員会、校長、警察、児童相 

談等から報告がありました。一部のご報告です

≪児童相談所 品川・大田・目黒区を担当≫

平成 22 年 11月現在の相談受理件数について。

新規虐待相談は、403 件（品川区は 110 件）で 

昨年の約 2倍です。23 年 1月現在では約 500 

件に上り、所長から「異常事態」と説明がありま

した。緊急一時保護は、130件（品川区 48件）

で重い虐待が増えているということです。 

☆急増急増急増急増するするするする件数件数件数件数にににに児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所のののの職員職員職員職員がががが対応対応対応対応できできできでき

ていないていないていないていない状況状況状況状況ですですですです。。。。児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所はははは、、、、東京都東京都東京都東京都のののの管管管管

轄轄轄轄ですですですです。。。。23232323 年度年度年度年度にににに都内都内都内都内 11111111 相談所相談所相談所相談所にににに１１１１人人人人ずつずつずつずつ増員増員増員増員

することになっていますすることになっていますすることになっていますすることになっていますがががが深刻深刻深刻深刻なななな問題問題問題問題ですですですですのののの

でででで、、、、都都都都とととと区区区区のののの連携連携連携連携でででで虐待被害虐待被害虐待被害虐待被害をををを未然未然未然未然にににに防防防防ぐことぐことぐことぐこと

をををを強強強強くくくく求求求求めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    

≪少年非行の現況≫ 平成 22 年１～12月 

品川区（品川署、大井署、大崎署、荏原署） 

 22222222 年年年年（（（（女子女子女子女子））））    21212121 年年年年（（（（女子女子女子女子））））    

非行少年の検

挙・補導人員 

１８８（３８） 

都11,590人 

２３０（６３） 

都11,445人 

◇非行少年の学識別人員 

 合計合計合計合計    小学小学小学小学    中学中学中学中学    高校高校高校高校     他 

22 年 188 １１ ７５ ５１ ５１ 

21 年 230 １７ 107 ６２ ４４ 

☆低年齢化低年齢化低年齢化低年齢化ししししているているているている傾向傾向傾向傾向がありますがありますがありますがあります。。。。 

２月 23 日から 23 年度第１回定例会が開催さ

れています。予定の一部をご紹介します。 

23232323 日日日日    区長区長区長区長のののの施政方針演説施政方針演説施政方針演説施政方針演説    

   23 年度予算案が提出されるので区長の考え

（施政方針）を約 50分述べました。 

23232323～～～～25252525 日日日日    議員議員議員議員によるによるによるによる代表質問代表質問代表質問代表質問・・・・一般質問一般質問一般質問一般質問    

持ち時間 1 人 20～30分で 14 人 

3/73/73/73/7～～～～22222222 日日日日    予算特別委員会予算特別委員会予算特別委員会予算特別委員会    

 区の提出した 23 年度予算案 

を議員 40名全員で審議します。 

連日約９時間の会議です（汗…） 

29292929 日日日日    本会議本会議本会議本会議    

昨年１年間に万引きで摘発された 

65 歳以上の高齢者は前年より 343 

人多い 27,362 人で、1991 年から 

20 年連続で増加したことが警察庁 

のまとめで分かった。86 年以降で 

最悪。万引き全体の認知件数や摘発人員は減少

し、06 年から少年と成人も減少しているが、高

齢者だけは 2,302 人も増加。 

 警視庁が公表した調査では、都内で摘発され

た高齢者万引き犯 119 人のうち 4割が「周囲に相

談相手がいない」と回答した。また、生活苦を動

機に食料品を万引きする容疑者が目立つとい

う。       （参考：23/1/27読売新聞）

☆高齢者高齢者高齢者高齢者のののの孤独感孤独感孤独感孤独感のののの解消解消解消解消のののの手立手立手立手立てがてがてがてが大切大切大切大切ですですですです 

クイズの答え：②融通が利かな

い 10.6％③暗い 9.4％⑤冷たい

4.8％④無責任 3.5％①いかめし

い 0.8％の順でした。ﾏｲﾅｽｲﾒｰ

ｼﾞは、6 項目のうち 4 項目で平成

18 年の調査より増えています。ほ

ぼ 10％以下ですが、改善を。 


