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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 

 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
◇オリンピック、どこで開催？ 

 2020 年には、東京五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸが開催
されます。品川区でもﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ・ﾎｯｹｰ・ﾌﾞﾗｲ
ﾝﾄﾞｻｯｶｰが開催されます。さて、それ以前の
夏季五輪の開催地（2000 年～2016 年）を古
い順に並べ替えて下さい。 
① ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ） 
② ｼﾄﾞﾆｰ（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） 
③ 北京（中国） 
④ ｱﾃﾈ（ｷﾞﾘｼｬ） 
⑤ ﾛﾝﾄﾞﾝ（ｲｷﾞﾘｽ）   

◎難易度 ☆☆☆☆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎難易度☆☆☆☆ 

2015 年 12 月 

 しがらみのない無所属 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58票差）のご支持を頂き、現在３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）。『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  

No.374 
  
 

ちょっとした話ながわ 

◇ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ「通知ｶｰﾄﾞ」送付について 
 Ⅰ．通知ｶｰﾄﾞの送付状況 11/22 現在 
 （１）11/9 より簡易書留で配達開始 

（２）配達の進捗（しんちょく） 
区内全世帯の約 56％ 

（３）区への返送 
   1460 件 
（４）返送分への対応 
  ①あて名なし⇒引っ越し先に再送 
  ②保管期間経過・受け取り拒否 
   ⇒お知らせハガキ（窓口受領案内） 
（５）区保管期間（３カ月）経過後の対応 
  ①お知らせハガキ（再交付申請案内） 

 ②再交付申請に対応  ↗ 

↗（６）郵送時の誤配（品川区内） 
  ①誤配達２件（品川郵便局・荏原郵便局） 

   ②郵便局による訪問に区も同行 
   ③再発防止策-日本郵便に強く申し入れ 

      参考：12/1 区民委員会資料 
☆個人番号ｶｰﾄﾞをご希望の方は、説明書を
よくお読みになり、申請して下さい（郵送・ｽ
ﾏﾎ・ﾊﾟｿｺﾝ等）。区役所内には、申請がで
きる証明写真機（下写真、区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよ
り）が設置されています。ご利用ください。 
個人番号ｶｰﾄﾞの交付（受け取り）について
は、28年1月以降に送付される「個人番号
ｶｰﾄﾞ交付通知書（ﾊｶﾞｷ）」をお読み下さい。 

⇒【防災ｾﾝﾀｰ３階】 
 写真撮影と申請が 

同時に行えます 
 ・利用料：800 円 
   または 1000 円 

◎お問い合わせ 
 ▽コールセンター（国） 
  0570-783-578（有料） 平日 8:30～22:00 
             土日祝 9:30～17:30 
  0120-95-0178（無料） 平日 9:30～22:00 
  注つながりにくいです土日祝 9:30～17:30 
 ▽品川区 ｺｰﾙｾﾝﾀｰ（有料） 
  0570-66-6825 平日 8:30～20:00 
         土日祝 9:30～17:30 
     
 
 
 
            

◇城南小学校（南品川４丁目）改築予定 
 平成 27 年 基本設計 
 平成 28 年 実施設計 
 平成 29・30 年 校舎建設工事（下図ｲﾒｰｼﾞ） 
☆現在のｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの部分に校舎を建設し、旧校
舎を解体して、その部分をｸﾞﾗｳﾝﾄﾞにしていく
という計画です。ﾌﾟｰﾙは屋上。教室数は現在
の 12 教室より増やす予定。幼稚園も新校舎
に入ります。  参考：11/9 文教委員会資料 

旧東海道 

京浜急行 ｲﾒｰｼﾞ 

サギに 
気を付
けて！ 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com
http://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_983.html
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH8qmKtc7JAhWlXaYKHa40DBIQjRwIBw&url=http://www.city.okazaki.aichi.jp/1550/1555/1591/p017693.html&psig=AFQjCNG6tmhmrjwsxitFrSAA0s2fcFWsrQ&ust=1449737944479705
http://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_828.html
http://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_156.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
発行者 高橋しんじ 
〒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！！ 

☆ご希望の方に『区政報告』をお届け

いたします(送料は当方負担します)。 
 
 
 
 
 
 

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：2000 年②ｼﾄﾞﾆｰ、2004
年④ｱﾃﾈ、2008 年③北京、2012年⑤ﾛﾝ
ﾄﾞﾝ、2016 年①ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ の順です。 
2020 年まで、あと 4年。区でも様々な
事業を実施しています。多くの予算を
使います。有効な施策を求めます。 

 ズ 
◇ネット意識調査 

  高校生 76％ 「選挙行く」 
 ９月にﾘｸﾙｰﾄ進学総研がｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上 
で実施。高１～３年の 1437 人が回 
答。「選挙権を取得したら選挙に行く 
と思うか」という設問で「必ず行く」35.4％、「たぶ
ん行く」40.6％だった。男子の方が「行く」割合
が高く、特に「必ず行く」は、男子 41.8％、女子
28.9％だった。 
 自由記述欄で「18歳選挙権に期待すること」への
回答は、「これから将来を担う世代の意見が反映
されやすくなる」「若年層の政治への関心が増す」
「投票率の上昇」など。↗ 
  

 
 

◇議会改革検討会 開催中 
  品川区議会では、現在、議会改革検討会を
立ち上げ、全議員参加の分科会で具体的な改革
を検討中です。 
◇情報発信分科会-区議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・『議会

だより』の改善など 
◇住民参加-区民向け議会報告会の開催など 
◇議会機能強化-議会のＩＣＴ化（IPAD）の 

導入など 
また、全員参加の議員向け研修会（12/10） 
に議会改革の専門家を招いて、研修し、 
議会改革をさらに進めていく予定です。 

 
今週の書架 

☆『女子御三家』 
（矢野耕平 文春新書 760円） 

 「学力の桜蔭（おういん）、お嬢様の雙葉（ふた
ば）、自由の女子学院との世間の評判は本当か!?」
という活字が躍る新書です。都内（全国？）屈指
の難関女子校の３校について書かれています。受
験に特化した教育ではなく、個性豊 
かな６年間を過ごすといわれている 
学校。『有名な「空き缶の話」はウソ 
？』などの記述も。真面目に女子教育 
のあり方を考える機会となります。 
 

↗ 「不安なことは」への回答は、「高校生に判断で
きるのか」「考えがまとまらない年のうちに投票
していいのか」「どの党がどんな政策をしているかわ
からない」などの記述があった。 
「国や地方の政治に関心がある」は、64％ 。「関

心ある政治課題」の全体の上位 5位は、調査時期に
国内報道が多かった時事問題で、1 位 集団的自
衛権(53.6%)、2 位 憲法改正(51.4%)、3 位 18 歳
選挙権(44.4%)、4 位 消費税増税(41.0%)、5 位 
年金制度(35.8%)でした。 
また、女子の関心度が高かった課題は、「子ど

も・子育て支援」男子 22.8%  
＜ 女子 43.7%、「女性活躍推 
進」男子 9.6% ＜ 女子 32.2% 
でした。☆高校生も考えてます！ 
参考：ﾘｸﾙｰﾄ進学総研ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

イラストは無関係です 

☆年末年始の予定 年末の区政報告配布は、
28 日（月）までの予定です。23 日が祝日のため、
水曜日は、16日（374号）が最後になります。 
なお、新年は、1/7（木）スタートの予定です。 

Ａ：大井町駅前の「きゅりあん」 
や「ヤマダ電機」「西友」が 
入居しているビルの正式名称 
は、『大井町再開発ﾋﾞﾙ』です。 
平成元年 9月に竣工。昨年、 
25 周年を迎えました。 
入居者の会議で「大井町再 

 開発ﾋﾞﾙってどこですか？」と 
たずねる方もいらっしゃるの 
で、正式名称を掲示すること 
になったということです。 
☆私もびっくりしました。 

 

Ｑ：JR 大井町駅東口の「きゅりあん」に突如、「大井
町再開発ﾋﾞﾙ」という看板が掲示されましたが、
工事をするのですか？（写真、区民の方より）          
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