
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

2011201120112011 年年年年 4444 月月月月    

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    

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 

子どもを育てたいまちに 

子育て支援の拡大・充実を 

子育て中のパパママが交流する機会を 

教育改革の推進とフォローを！ 

改革の効果と影響を検証し、実効あるフォローを 

学校・家庭・地域が協働し、いじめ・不登校に取り組みを 

 

幼稚園、保育園、小学校、中学校の緊密な連携を

接続期での様々なギャップの解消を 

教職員の「タテ割り」意識の変革を 

 

高齢者が安心して暮らせるまちに 

楽しく元気に長生きできる街づくりを 

元気な退職世代の活動の支援を 

 障がいをもつ方と家族が安心して暮らせるまちに 

障がいをもつ方と家族への支援の充実と自立のサポートを 

福祉・教育・関係機関が連携した障がい児・者施策を 

高齢者・障がいをもつ方が 

働きやすく過ごしやすいまちに 

ハード・ソフト両面での施策を充実し 

「バリアフリーの街」に 

文化・スポーツ分野で活躍できる環境づくりを 

「いのち」を守る施策の充実を 

危機管理体制の構築を 

地域の安全・防犯のため地域力活用の仕組みを 

 

安心・信頼の地域医療を 

地域医療・緊急医療の連携体制を 

疾病予防体制強化を 

水と緑を活かし 

資源循環型の環境先進都市シナガワを 

景観行政団体にふさわしい街づくりを 

環境が身近に感じられる行政施策を 

区政・区議会の「見える化」を 

区政は「小学校６年生」にもわかる言葉で説明を 

区議会が自ら積極的に発信、「見える区議会」の推進を 

行財政改革の徹底を 

子どもたちにツケをまわさない財政運営を 

外部の視点を入れ、行財政改革の断行を 

ボランティア・NPO 支援の改革を 

区内のボランティア・NPO の活動支援システム拡充を

区民との協働を行う施策の増加を 

老若男女みんなが 

快適にスポーツできる施設整備と支援を 

地域の各種スポーツクラブ・団体への支援拡大を

区内企業、スポーツ団体と協働した 

スポーツ教室の充実を 

文化や芸術が芽吹き育つ文化都市シナガワを 

自慢できる品川の歴史と文化を 

体系立てて整理し、「しながわ学」の確立を 

文化都市品川をアピールし 

観光戦略計画による総合的な観光施策を 

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。（満期修了） 

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））））    

 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

しがらみのない無所属 

No.175 

品川区議会議員（無所属クラブ）の高橋しんじです。

2007200720072007 年年年年からからからから品川区政品川区政品川区政品川区政やややや区内区内区内区内のののの出来事出来事出来事出来事をこのをこのをこのをこの    

『『『『週間週間週間週間    区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』でででで毎週毎週毎週毎週発行発行発行発行しししし、、、、毎朝毎朝毎朝毎朝、、、、駅駅駅駅でででで    

おおおお配配配配りしてりしてりしてりして区区区区民民民民のののの皆様皆様皆様皆様におにおにおにお知知知知らせしておりますらせしておりますらせしておりますらせしております。。。。    

またまたまたまた、、、、ホームページホームページホームページホームページでもごでもごでもごでもご覧覧覧覧いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。    

区政区政区政区政はははは、、、、最最最最もももも身近身近身近身近なななな「「「「政治政治政治政治」」」」‐‐‐‐いまいまいまいま、、、、これからのこれからのこれからのこれからの品川品川品川品川をををを考考考考えるえるえるえる

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：①①①①大田区大田区大田区大田区、、、、目黒区目黒区目黒区目黒区、、、、港区港区港区港区、、、、

渋谷区渋谷区渋谷区渋谷区、、、、江東区江東区江東区江東区    ②②②②大井町大井町大井町大井町、、、、西大井西大井西大井西大井、、、、大崎大崎大崎大崎、、、、

五反田五反田五反田五反田、、、、目黒目黒目黒目黒のののの各駅各駅各駅各駅ですですですです。。。。大森駅大森駅大森駅大森駅はははは大田区大田区大田区大田区、、、、

品川駅品川駅品川駅品川駅はははは、、、、港区港区港区港区ですですですです。。。。 
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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((((郵送他郵送他郵送他郵送他))))

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。。。。    

 

 

☆実現したご要望の一部です 

・鮫洲運動公園少年野球場に AED 設置

・障がい児の放課後預り事業を拡大 

・全区職員が顔写真入名札をつける 

・小中学校の特別教室に冷房整備 

・京急立会川、大森海岸駅に 

エレベータ－を設置 

・乳がん検診の受診予約方法の改善 

・JR 大森駅水神口駐輪場増設   （写真↓） 

同じく大森駅前に「一時停止標識」設置 

・JR 大井町踏切隣喫煙所に 

パーテーション設置 

・南大井 1 丁目交差点 

歩行者用信号の LED 化で安全に 

・南大井水神保育園付近交差点に 

横断歩道を設置 

投票率投票率投票率投票率((((％％％％))))    選挙選挙選挙選挙    平成平成平成平成    

４１．４９ 区議会 １９ 

５３．０４ 都知事 １９ 

５４．１４ 都議会 ２１ 

６５．２９ 参議院 ２２ 

６６．１８ 衆議院 ２１ 

区議会議員選挙の投票率は、41％。

国政や都政に比べて大変低く、10 人

中 6 人は棄権しています。特に20代、

30 代の方の投票率が低いです。区政

は、最も身近な「政治」です。 

今回放射能汚染に対応した飲料水

配布、義援金の募集は、区が窓口に

なりました。また、公立保育園の運

営や公園管理（公園の 95％が区立公

園）は、区が行います。このように

多くの身近なことを行っています。 

地域の未来は、皆さんが決めます！  

Ｌｅｔ‘ｓ ＧＯ！ 選挙！ 
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ご存知ですか？ 『応急診療所』 

区では、区内医療機関と提携して休日休日休日休日・・・・夜夜夜夜

間間間間のののの診療診療診療診療をををを実施実施実施実施しています。 

▽予算額予算額予算額予算額①②①②①②①②1797 万円万円万円万円③③③③１１１１億億億億 158158158158万円万円万円万円

①休日昼間休日昼間休日昼間休日昼間・・・・夜間夜間夜間夜間    9時～22時（受付 21時半）

②土曜日夜間土曜日夜間土曜日夜間土曜日夜間  17時～22時（受付 21時半）

③小児平日夜間平日夜間平日夜間平日夜間        20時～23時（受付 22時半）

≪品川区品川区品川区品川区こどもこどもこどもこども夜間救急室夜間救急室夜間救急室夜間救急室≫ 

昭和大学病院 �3784-8181 
診察している医療機関は、品川区ＨＰの「もしも

のときは」の「休日夜間診療」、または『広報しな

がわ』でも毎号掲載しています。

☆地域住民の視点で！ 

・無所属議員３名で会派「無所属クラブ」と

して活動。会派の副幹事長です。 

・厚生委員会、建設委員会、区民委員会、行

財政改革特別委員会、環境対策特別委員会

に所属し議会活動を行っています。 

     ・本会議で一般質問、予算特別委

員会、決算特別委員会での総括

質問を行い、地域住民での視点

で様々な提案を心がけています。 

☆原点は、現場！ 

・『週間しんじ新聞（区政報告）』をををを毎朝毎朝毎朝毎朝、、、、駅駅駅駅でででで

配布配布配布配布しししし、、、、わかりやすい言葉でででで発信発信発信発信してきまししてきまししてきまししてきまし

たたたた。。。。皆様皆様皆様皆様とととと接接接接しししし、、、、叱咤激励叱咤激励叱咤激励叱咤激励をををを頂頂頂頂ききききながらながらながらながら、、、、

４年間で 175 号、55 万部を突破しました。

・常に自分の目で見て、聞いて、感じて 

提言してきました。例えば… 

◎中越沖地震震災ボランティア参加 

◎高等学校で日本史の授業を行う 

◎他自治体の先進的な施策を現地調査 

☆町会、青少年対策地区委員、消防団員他 

の地域活動へ積極的に参加しました。 

私私私私のののの主張主張主張主張したしたしたした政策政策政策政策    施策施策施策施策    評価評価評価評価    

・・・・いじめのないいじめのないいじめのないいじめのない学校学校学校学校をををを    

*いじめ件数は 19→20→21 年 

・・・・教育改革教育改革教育改革教育改革のののの推進推進推進推進ととととフォローフォローフォローフォローをををを    

・・・・区民講座区民講座区民講座区民講座をををを面白面白面白面白くくくく    

・・・・子子子子どもどもどもどもスポーツスポーツスポーツスポーツ教室教室教室教室をををを    

 

⇒いじめ件数 小学校 113→42→27 

中学校 123→62→30 に減少！ 

⇒校舎分離型小中一貫校での推進 

⇒高齢者対象・ＮＰＯによる講座開設 

⇒ﾔｸﾙﾄの野球教室、FC 東京のｻｯｶｰ教 

室等実施。 

実現実現実現実現    

・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティア支援支援支援支援システムシステムシステムシステムをををを    

・・・・校庭校庭校庭校庭のののの芝生化芝生化芝生化芝生化のののの推進推進推進推進    

⇒活動拠点の整備、交流情報ｻｲﾄ開設 

⇒第一日野小校庭・ 

八潮学園敷地の一部で実施 

実現実現実現実現    

・・・・安心安心安心安心ステーションステーションステーションステーションのののの設置設置設置設置    

    

・・・・保育制度保育制度保育制度保育制度のののの充実充実充実充実、、、、子育子育子育子育てててて交流支援交流支援交流支援交流支援    

 
    

・・・・こしかけこしかけこしかけこしかけイスイスイスイス（（（（高齢者向高齢者向高齢者向高齢者向））））増設増設増設増設をををを 

⇒荏原町安心安全ｽﾃｰｼｮﾝを 

荏原町駅前に開所 

⇒待機児童解消のため定員拡大実施 

児童ｾﾝﾀｰで在宅保育の実施 

授乳施設を児童ｾﾝﾀｰに設置 

⇒19～21 年で 28基設置されました。 

    

    

実現実現実現実現    

☆ 品川区イズ ☆ 

① 品川区に隣接する区は、 

５つあります。 

５つあげて下さい。 

② 品川区内にあるＪＲ東日

本の駅の数は、いくつで

しょうか。 

→解答は反対面に 

 

品川区に関する 

クイズを毎週 

お届けしています 

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！！！！

４/24（日）品川区議会議員選挙投票日※4/24 以前にも投票 OK（期日前投票）

 


