
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ    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 

No.295 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 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    

 

平成 23 年 4 月 5,232 票（１位）のご支持をいただき、現在２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４月、無所属・新人として初当選（2541 票）。 『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（22222222 年年年年 12121212 月合格）月合格）月合格）月合格）    ☆初心を忘れずにガンバります！ 
 しがらみのない無所属 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

来年 1/13、成人式  

  区では、例年成人の日に式典を開催して

います。25 年の成人式は、大雪の中でした（写

真）。さて、来年 1/13 に開催される式典は『今、

大人になる時が来た。～感謝の（ ）返し～』とい

うｷｬｯﾁｺﾋﾟｰです。 

空欄に入る語句は？ 

① 恩 

② 倍 

③ 10 倍 

④ 100 倍 

◎難易度◎難易度◎難易度◎難易度    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

 

 

2013201320132013 年年年年 12121212 月月月月    

１月・雪の成人式開催 

４月・荏原ｴﾘｱに『ｽｸｴｱ荏原』ｵｰﾌﾟﾝ 

  ☆「きゅりあん」のような文化ｽﾎﾟｰﾂ・ 

ｺﾐｭﾆﾃｨ施設(写真)【整備費 20 億 3855

万円・運営費１億 951 万円】 

７月・町会初のゆるｷｬﾗ「とごっちょ」お披露目 

   ☆戸越 5 丁目町会のゆるｷｬﾗ（写真） 

10 月・南品川４丁目不発弾処理無事終了 

   ☆旧日本軍の 15 ㎝砲弾を 

陸上自衛隊が爆破処理 

11 月・八潮ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ入居 30 周年 

３月・風疹緊急対策実施（妊婦・妊婦の夫） 

   ☆９月には妊婦の夫への助成期間が 26

年３月まで延長されました。 

７月・熱中症予防対策「避暑ｼｪﾙﾀｰ」開設 

   ☆区内 62 カ所。昨年度から開設。 

10 月・東京国民体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技実施 

   ☆総合体育館で開催 

    【3700 万円】（写真） 

４月・「豊葉の杜（ほうようのもり）学園」開校 

☆区内６番目の小中一貫校（二葉１丁

目）。豊葉の杜中（荏原三中と四中が

統合）と大間窪小・杜松（としょう）

小が統合。【建設費 52 億 2988 万円】 

  ・新教育長就任 

・「子育て支援特集号」（広報しながわ

4/21 号）発行☆毎年発行されます。

妊娠中・０歳～18 歳までの相談、助

成、預かり、子育て等がわかります！

【広報発行 1億 1740 万円（39回/年）】 

 

６月・小中一貫の日 

  ☆いじめ根絶を目指して全教職員が研 

修。11 月にも実施。 

７月・いじめ根絶協議会開催（11 月も） 

11 月・23 区少年野球大会で区内ﾁｰﾑが優勝 

   ☆小学校高学年で八潮ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞ、低

学年で品川ﾚｲﾝﾎﾞｰｽﾞが東京№１

に。ともに初出場でしたが区内ﾁｰﾑ

がﾀﾞﾌﾞﾙ優勝の快挙！素晴らしい！ 

12 月・「いじめ解決に関する決議文」を区議会

全会一致で可決 ☆議会の活動です 

※ 

高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール        

1/14 きゅりあん前 
◇2013年の品川区政を振

り返ります！  

【 】予算額☆私のコメント 

区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより 区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆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☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。    

 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：：：：④④④④    今年大人気

だった TV ﾄﾞﾗﾏのｾﾘﾌ「倍返し

だ!」にかけています（笑）。例

年、対象は約 2500 人で参加は約

1400 人。晴天になることを祈り

ます。◎◎◎◎成成成成人人人人式式式式予予予予算算算算額額額額 666622227777 万万万万円円円円 

 

 

ちょっとした話ながわ 

年末・お正月、たこあげ・羽根つきを！ 

日時日時日時日時：12/29（日）～1/3（金） 

   午前９時～午後４時 

場所場所場所場所：しながわ区民公園子ども野球場 

（勝島 3-2 ℡3762-0655） 

   鮫洲運動公園 

（東大井 1-4 ℡5462-8160） 

参加参加参加参加：当日現地にお越しください。 

注意注意注意注意 広場を開放します。たこや羽 

根・羽子板は、ご持参下さい 

   ☆広場でのびのび遊べます♪～ 

 

☆お知らせ：ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川で 

『区議会新春挨拶番組』を放映！ 

1/１～1/３ 8:00～8:20, 

18:00～18:20 の計 6 回 

私は 17 秒間のご挨拶をします！ 

２月・『品川区まちづくりﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ』策定 

４月・鮫洲入江広場（東大井１丁目）ｵｰﾌﾟﾝ 

   ☆鮫洲入江を埋め立てて建設された

都の雨水貯留池の上部を整備（約

7400 ㎡） 【工事費１億 4807 万円】 

７月・水陸両用ﾊﾞｽによる水辺観光ﾂｱｰ開催 

   ☆魅力的な乗り物ですが、乗車料（大

人3300円）が高額な点が課題です。 

  ・若者向け合同就職説明会開催 

９月・「目黒のさんま祭り」「しながわ宿場まつ

り」開催 

11 月・大井競馬で品川区長賞ﾚｰｽ「ｽﾏｲﾙｼﾃ

ｨ・品川特別」開催 

２月・区初の区内一斉防災訓練実施 

   ☆大被害が生じたと想定し、複数の避

難所を同時開設。区民約 1,300 人、

職員約 300 人が参加。12/8 にも実施 

３月・『わが家の防災ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ』全戸配布 

              【1393 万円】 

４月・『高層ﾏﾝｼｮﾝ防災対策の手引き＆ﾊﾝﾄﾞ

ﾌﾞｯｸ』作成   

9，10 月・台風 18,26,27 号接近や集中豪雨で

水防本部４回設置 

   ☆区内巡回や目黒川の警戒水位突破

等に対応しました。 

 ※『防災ﾀﾌﾞﾚｯﾄ』を町会・自治会に配布 

（2012 年 12 月・都知事選、衆議院議員選挙） 

６月・都議会議員選挙     

【１億 1925 万円】 

７月・参議院議員選挙     

【１億 3921 万円】 

  ・さかなクンの夏祭り「in しながわ水族館」 

     【水族館運営費 １億 1693 万円】 

９月・「ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催地決定を見

守る会」開催  

 ☆9/8、午前５時にもかかわら

ず、区役所に約 150 人が集ま

り、開催決定の瞬間を祝いま

した（私も参加しました）。 

 

☆25 年の主な特集号は以下の通りです。ご活

用を。ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞか広報広聴課 

５７４２－６６４４ へ。 

1/21 《介護保険》   2/21《区の世論調査》 

3/11 《25 年度予算》  4/21《子育て支援》 

7/21 《地域でｽﾎﾟｰﾂ》  9/21《学校選択制》 

12/1 《人事行政（区職員の給与等）》 

12/21《品川区この 1 年》《区の財政状況》 

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、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！ 

☆１年間、ご愛読ありが

とうございました。毎週

の温かい激励、本当に

元気を頂きました！ 

来年もガンバリます!！ 

☆新年は、1/９（木）から再開予定です。 


