☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇品川区、各課・事業のｷｬﾗｸﾀｰ

No.

451

2017 年

12 月

区では課や事業のｷｬﾗｸﾀｰが活躍していま
す。課などとｷｬﾗｸﾀｰを結び付けて下さい。
①しながわ図書館 ②環境課
③地域活動課
④しながわ水族館
◎難易度 ☆☆☆☆

品川区議会議員
無所属

高橋 しんじ
※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

2017 年の品川区政を振り返ります！
【 】予算額（一部決算額）
☆私のコメント ※写真は区㏋等より

12 月（2016 年）・「しながわﾈｳﾎﾞﾗﾈｯﾄﾜｰｸ産
後ｹｱ」
（宿泊型）実施開始
4 月・西大井公園内（定員 100 人）、大井競
馬場駐車場内（同 73 人）に保育園開設
5 月・
「しながわこども冒険ひろば」しながわ
区民公園内にｵｰﾌﾟﾝ 【3955 万円】
☆泥んこ遊び他、いろいろ体験可能！
6 月・区独自のｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ学習教材
「ようい、ﾄﾞﾝ！しながわ」で初授業
・東京学芸大と連携協力協定締結
8 月・区立品川学園で蛍の羽化に成功

５月・大井 3 丁目ゆうゆうﾌﾟﾗｻﾞ開設
☆高齢者多世代交流支援施設です。
【整備費 1 億 1285 万円】
6 月・上大崎特別養護老人ﾎｰﾑ開設
（定員 102 人）
【整備費 3 億 9566 万円】
・「支え愛・ほっとｽﾃｰｼｮﾝ」
区内全 13 地域ｾﾝﾀｰ内に設置完了
☆高齢者の身近な相談窓口です。
・「品川 くるみ認知症ｶﾞｲﾄﾞ」全戸配布
10 月・「ｱｰﾙﾌﾞﾘｭｯﾄ展 in 大崎」開催

高 橋しんじ 事 務所
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。

8 月・浜川中ﾊﾞｽｹ部員と車ｲｽﾊﾞｽｹ・
ﾄﾙｺ代表チームが交流
９月・大井第一小で品川カブの種まき
11 月・
「しながわ子育てﾒｯｾ 2017」開催
・「品川区学事制度審議会」中間答
申公開⇒ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ実施
☆教育に関する制度（学区域、学
校選択制、学校規模など）に
ついての検討の中間報告で
す。大きな転換点です。
12 月・「しながわこども食堂
MAP」完成

７月・「品川音頭 2017」発表。
☆歌詞に八潮の地名を加えました
11 月・23 区初の「記念用
ｵﾘｼﾞﾅﾙ婚姻届」
配布開始（11/22
＝いい夫婦の日～）
⇒記念写真ﾌﾞｰｽ

高橋しんじプロフィール
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！
しがらみのない無所属

ちょっとした話ながわ
◇大井ﾎｯｹｰ競技場新設 都議会で可決

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)。

12/13 都議会は東京五輪で使われる大井ﾎｯｹｰ競
技場（八潮。大井ふ頭中央海浜公園内） ｻﾌﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
に関す る議案を可決。契約
金額は約
軟式野球場
30 億円。
（存続）
19 年 6 月
までに完
成させる。
12/14
大井ﾎｯｹｰ競技場の
東京新聞
イメージ図ﾞ（都提供）
ﾒｲﾝｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
☆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!！

４月・大森駅水神口に地下機械式駐輪場開
設：収容台数 765 台【6 億 280 万円】
９月・ﾓﾝｺﾞﾙ国の高等専門学校生を招へい
科学技術分野での交流ｽﾀｰﾄ
10 月・「全国ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｻﾐｯﾄ 2017」開催
・ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ動画公開
・大井町ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝにしながわ観光大使
シナモロールの光るｵﾌﾞｼﾞｪ登場
・シェアサイクルｽﾀｰﾄ （右写真）
☆63 台の電動ｱｼｽﾄ式自転車整備
11 月・八潮北公園にｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ･ﾌｯﾄｻﾙ場開設
（右写真）
【1 億 7680 万円】

１月・しながわ中央公園拡張部が防災機能を備
えてｵｰﾌﾟﾝ（ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ離着陸など）
【19 億 1290 万円】
2 月・しながわ防災体験館来館者数 1 万人達成
10 月・台風 21 号による大雨で防災本部設置

１月・2020 東京五輪に向け、
品川区 3 競技応援ｷｬﾗｸﾀｰ誕生（ﾎｯｹ
ｰ・ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ）
３月・品川区制 70 周年記念式典
７月・都議会議員選挙執行
（ｱﾄﾚ大井町⇒で期
日前投票実施）
10 月・衆議院議員選挙・
最高裁裁判官国民
審査執行

☆品川区議会、議会改革進行中！
2 月・「東芝病院の存続に関する要望書」を株
式会社東芝に提出
9 月・「北朝鮮核実験に対する抗議文」送付
11 月・品川女子学院の中 1 生と意見交換会
・本会議・委員会でﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末運用開始
・第 12 回ﾏﾆﾌｪｽﾄ大賞にﾉﾐﾈｰﾄされる
12 月・
「東芝病院の病院機能の存続を求める要
望書」を東京都知事に提出

今年最終号。新年は 1/4（木）にｽﾀｰﾄ予定です
クイズの答え：①しながわ図書館⇒
Ｄ:しおりちゃん（本のしおり）。②環
境課⇒Ａエコラ:地球環境の変化が原
月・水 ＪＲ大井町駅前
因で絶滅した恐竜。人間も同じ目に合
火 京急青物横丁駅前
わないようにという思いを込める。③ ◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
地域活動課⇒Ｂしなぼう:しな川のぼ ◎議会等の事情で変更する場合があります。 金 京急立会川駅前
う犯。④しながわ水族館⇒Ｃしなフィ ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
☆ 各 7:00-9:30 頃
ン:しながわ水族館のﾄﾞﾙﾌｨﾝ（いるか）

朝、駅前にいます！

