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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 

 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆   
◇参議院議員選挙へ！ 

 参院選⇒6/22 公示、7/10 投開票 
次のうち、誤りのある文は？（複数あり） 
①今回の選挙は、20 歳以上が投票できる。 
②被選挙権（立候補の権利）は満 25 歳以上 
③任期は 6 年だが、選挙は 3 年ごとに半数ず 

つ行われる。 
④東京選挙区は、定数５（５人が当選する）。 
⑤比例区（比例代表）の供託金 
 は、300 万円。 
 注：供託金＝立候補に必要な 
   お金（国に預ける） 
◎難易度 ☆☆☆☆ 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 
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品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 
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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  

 しがらみのない無所属 

◇観光パンフ 札幌 1位 
 持ち帰り数調査 品川区 11、12 位に 

 全国約 2600 種類のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを無料提 
供している一般財団法人「地域活性化 
ｾﾝﾀｰ」が昨年度の提供状況をまとめた。中央区
日本橋ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙの「ふるさと情報ｺｰﾅｰ」では自
治体から提供されたﾊﾟﾝﾌを無料配布しており、
持ち帰り数を調べた。 
 1 位は、札幌市の「さっぽろ観光ﾏｯﾌﾟ」で 1085
部。４年連続のﾄｯﾌﾟ。２位、３位に「金沢市」
が入った。昨年の北陸新幹線の効果が出たとい
う。都内自治体も健闘し、11、12 位に品川区が
入り（23 区ﾄｯﾌﾟ、写真👉）、100 位までに文京↗ 
 

↘ 区（18 位）や江 
東区（23 位）、目黒 
区（39、45 位）、台 
東区（86 位）など 
10 種類が入った。 
☆品川も頑張って 
 います！ 
 
 自治体名 パンフ名 
１ 札幌市 さっぽろ観光ﾏｯﾌﾟ 
２ 金沢市 金沢市観光ﾏｯﾌﾟ 
３ 金沢市 金沢市観光ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ 
４ 仙台市 仙台観光ﾏｯﾌﾟ 
５ 函館市 函館旅時間 
11 品川区 しながわみやげ 
12 品川区 品川達人 
18 文京区 おさんぽくん 

参考：6/1 朝日新聞 

ちょっとした話ながわ 

◇品川区立「ひろまち保育園」運営の 
社会福祉法人「夢工房」 

運営費 3000万円不正流用の疑い 
  各地で保育園などを運営する兵 

庫県芦屋市の社会福祉法人「夢工
房」で、運営費約３千万円が不正
流用された疑いがあることが８
日、分かった。法人を監督する兵 

庫県は３日、第三者委員会を設置して調査する
よう夢工房を指導した。関係者によると、勤務
実態がないのに、男性理事長の義母へ月十数万
円、理事長の母へ月約 70 万円の給料が数年間支
払われていたとみられる。 
 特別養護老人ﾎｰﾑでも職員が架空勤務してい
た他、理事長の親族には自宅で使う家具などを
運営費で購入した疑いがある。県によると↗ 
 

↘夢工房は兵庫県のほか北海道、東京、神奈川、
大阪、京都、沖縄の各都道府県で保育園を運営。
自治体から運営費に対し補助金が出ており、14
年度は約 20 億 6 千万円を受け取った。                   

参考：6/9 神戸新聞 
☆この「夢工房」は、品川区広町（劇団四季となり）
の「区立ひろまち保育園」の運営者です。ここで、
適切な運営が行われているか、区の責任で再ﾁ
ｪｯｸする必要があります。 
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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！！ 

☆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) 
 
 
 
 
 

朝、駅前にいます！ 
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』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。 

クイズの答え：①18歳選挙は、今回か
ら！新たに加わる 18、19歳の有権 
者は約 240万人。全有権者数の約２％。
都知事選も投票できます。②30 歳以
上。衆議院議員は満 25 歳以上。③○ 
④今回から＋１で６議席になります。
⑤600 万円です。選挙区が 300万円。 
 
 

 

 
 ズ 

 ◇前回投票率 53.35％！  
平成 25年の参議院 

は、投票率 53.35% 
(品川区)でした。様々 
な理由が考えられます 
が、選挙の投票率向上 
のための手立てが必要 
です。品川区の選挙管 
理委員会の役割はとても重要です。日本の将
来の行方を決める政策を議論する国会の構成
を選択します。 
 また、今回の参議院選挙から 18，19歳が選
挙に行けます！歴史的な選挙です。「若者の投
票率が低くなると、若者の声は政治に届きに
くくなってしまいます。その結果、若者に向
けた政策が実現されにくくなったり、実現へ
の時間を要する可能性があります」（総務省
㏋）。ぜひ、投票へ！ 
☆総務省ＨＰの「18歳選挙」ご覧下さい。 
http://www.soumu.go.jp/18senkyo/ 

 

◇孫育ての手引き書 
  北区志茂（しも）町自治会連 
合会は、祖父母のための「孫育て 
ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 志茂まごとぴあ」を発行 
した。最近の育児事情や孫を預か 
る際の注意点等を紹介している。 
 「風呂上がりに湯冷ましは不要」「離乳食の開
始は昔より遅め」「転落を防ぐために風呂の残り
湯を抜く」などの注意点や子ども世代とのﾄﾗﾌﾞﾙ 
を避けるための「祖父母＆ﾊﾟﾊﾟ・ﾏﾏの本音」も
掲載した。同連合会は、「孫の誕生が地域の子ど
もや親の世代に目を向けるきっかけになる。↗ 

高齢者が地域の要になって、世代を超えたつな
がりをつくってほしい」と期待している。 
☆とても興味深い取り組みです。 参考：6/11日経 

◇防げ！中 1の英語嫌い 

足立区は今年度から、英語が苦手 
な中学 1年生を対象に少人数の補 
習を導入。区教委によると、中 2、 
3 年生対象に行った区の学力調査で正答率が 6
割以上の生徒は、54％。100 点満点中 30 点に届
かなかった生徒は、1割以上いた。学校現場から
は「1 年の 6、7 月ごろには英語でつまずく子が
増えている」との声。各校 15人程度で全 8回。
講師は学習塾等の民間から。参考:5/25 朝日新聞 
 

 

☆『しんじ新聞』お休みします☆ 
参議院議員選挙が 6/22～7/9（10日投開票）
に行われます。選挙期間中は、政治活動が制 

限されますので、駅頭の『区政報告』配布をお休みさ
せて頂きます。また、都知事選期間中も同様にお
休みさせて頂きます。 
◎都知事選挙費用は、 
約 46億円。都内有権者 
１人当たり 422円の税金 
がかかっています。 
※有権者：約 1090 万人 
ぜひ、投票へ！ 

 

平成１６年 平成１９年 平成２２年 平成２５年

55.2%

57.0%

58.8%

53.4%

参議院選挙投票率

○参議院議員選挙 投票率（品川区） 

☝総務省ＨＰより 

平成 24年：衆院選開票所 

自動読み取り機です 

下がりま
した👇👇 

-参院選へ- 

 

http://www.soumu.go.jp/18senkyo/

