
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

※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 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

 
 

しがらみのない無所属 

☆☆ 品川区イズ 603☆☆   
◇年賀状、何枚届きましたか？ 
年賀はがきは 1949 年に発売開始。発行枚

数を伸ばし、1964 年 10 億枚、1973 年 20 億
枚を突破、ピーク時の2003年は44億5,936
万枚も発行されました。国民一人当たり約 35
枚でした。しかし、2008 年から現在まで、年
賀状の発行枚数は減少し続けています。 

さて、2022 年度用当初発行枚数は、国民一
人当たり何枚でしょうか。 

①約 34 枚 ②約 24 枚 
③約 14 枚 ④約 4 枚 

      ◎難易度☆☆ 

No.603 

 
 

2022年 １月 

高橋しんじプロフィール  

2022（令和４）年の幕が開き
ました。  

昨年は、一昨年から続いた新
型コロナウイルスの感染拡大に
より、日本、世界中が大きく揺れ
た 1 年でした。 

コロナ禍で日本の課題があぶ
りだされました。各分野でのデ
ジタル化の遅れ、多様性の欠如、
教育システムの問題など。 

私は、区議会議員として、コ 
ロナ対策に関して、品川区に対し、様々な場面
で要望してきました。 

多くの方々に励まして頂きました。朝の駅
頭で、街で「頑張って下さい！」「『しんじ新聞』
600 号、おめでとう！」と温かいお声をかけ
て頂きました。一方、厳しい意見を頂くことも
ありました。本当に有難うございました！！ 
議員として 15 年目、初当選時からのモッ

トーである「常に現場で皆様のお声を聞き、現
場の状況を目で見て、区政に反映させていく」
を忘れずに取り組んで参ります。『週刊しんじ
新聞』も継続します。国会議員、地方議員の不
祥事が相次ぎ、有権者の皆様の議員（政治家）
に対する視線は、これまで以上に大変厳しい   

ものがあります。今後も初心を忘れず、皆様
のために全力で努力をして参ります。 

 

【区政の課題は…】 
☆新型コロナウイルス感染症関連 
 ◎円滑な３回目ワクチン接種 

・区内感染者への対応（保健所など） 
 ・区の各施設における感染防止対策 
 ・医療、福祉施設など従事職員への支援、他 
〇待機児童対策をはじめとする子育て支援 

待機児童ゼロへの対策、保育の質の向上、

様々なきめ細かい子育て支援他 
〇高齢者福祉－特別養護老人ホーム等のハー

ド整備、介護支援・相談事業他 
〇商店街・中小企業支援－コロナの影響によ

る経営悪化等への支援他 
〇他に区立児童相談所開設準備等、課題山積 
○防災－地震に加え、台風、猛暑等への備え 
【安定した財政運営を】⇒2021 年度の支出増大

による厳しい財政状況です。 
《区の支出：増大》コロナ対策、福祉施策の増

大、区の公共施設等の新設・改修など 
《区の収入：大幅な減少》コロナの 

影響、国の税制改革、ふるさと納 
税等で大幅減少が予想されます。 

2019年 4月 6,205．403票（１位）のご支 
持を頂き、現在４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。2007 年初当選（2541 票）、2011 年 5232
票（１位）。2015 年 5551 票（58 票差で 2 位）。
『議員力検定１級』合格 
☆初心を忘れずにガンバります！ 
 

 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com
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発行者 高橋慎司 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 
Tel ０３-５７４２－６８６４ 

☆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)。 

 
 
 
 
 

 
 

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：③約14枚。当初発行
枚数は、18 億 2536 万枚。1 人当り
約 14.5 枚とピーク時の約 4 割に落ち
込みました。減少の最大の原因は、ス
マホ普及で SNS 全盛となり、年賀状
を書く人の激減。また、費用がかかる
こと等からも「わざわざ書く必要な
い」と考える人も増えました。 
 
 

◇元旦の各紙社説の見出し◇ 
▽朝日新聞 
「憲法７５年の年明けに 

  データの大海で人権を守る」 
▽毎日新聞 
「民主政治と市民社会 
    つなぎ合う力が試される 」 
▽読売新聞 
「災厄越え次の一歩を踏み出そう 
  平和の方法と行動が問われる」 
▽産経新聞 
「さらば「おめでたい憲法」よ」 
▽東京新聞 
「ほどほどにという叡智（えいち）」 
▽日本経済新聞 
「資本主義を鍛え直す年にしよう」 
〇令和４年の元旦の社説です。昨 

年の社説は、「2020 年はコロナによる困
難の年だった。しかし、災禍は、すべてコ
ロナのせいだけでなく、コロナ禍で表面
化した問題も多く、2021 年は、その解決
に向けて行動すべきである」という論調
が多かったです。 

〇今年の社説は、昨年に続いて、「コロナ禍
で国内・世界ともにひずみが露呈した。政
治、経済、生活その他の各分野で傷んだ社
会を修復に取り組まなければならない」と
いう論調が目立ちました。また、国際情勢
では、米国を中心とした国家と中国・ロシ
アを中心とした国家が向かい合 
う新たな冷戦時代に入ったとい 
う指摘もありました。 

☆今年も希望ある社会づくりを 
品川区政においても目指します。 

 

◇３回目接種について (12/28 区 HP より) 
【対象者】2 回目接種を完了した 18 歳以上の品川

区在住の方 
【使用するワクチン】 

初回（1．2 回目）接種に使用したワクチンの種
類に関わらず、ｍRNA ワクチン（ファイザー社
ワクチンまたはモデルナ社ワクチン）を使用。 
 ※3 回目接種では、初回（1．2 回目）と異な   

るワクチンでの接種が認められています。 
【接種時期】   
 ・2 回目接種完了から原則 8 カ月以上の間隔をお

いて 1 回接種。 
 ※以下の条件に該当する方は 8 カ月以上の経過を

待たずに接種可能です 
 (1)2 回目接種から 6 カ月以上 

を経過した、医療従事者・高 
齢者施設等の入所者および従 
事者の方 

(2)2 回目接種から 7 カ月以上を 
経過した、65 歳以上の品川区在住の方 

【接種券発送スケジュール】 
令和 3 年 11/18、3 回目接種の接種券を区内在
住の主に医療従事者の方(5/31 までに 2 回目接
種を終えた方)へ発送しました。 
令和 3 年 6 月以降に 2 回目接種を終えた方の接
種券は、令和 4 年 1 月以降、順次発送する予定。 

【予約開始日】 
令和 4 年 1/19（水）※予約開始日はご自身の
接種券の右上をご確認下さい。 

☆上記予定は変更になることがあります。 
詳細は区 HP、品川区新型コロナウイルスワクチン
接種コールセンター（電話03-6633-2433）へ 

 
 ◇◆ご存知ですか？◆◇   
☆政治家が選挙区内（品川区）の方に年賀状（暑中 

見舞い等も）などの挨拶状等を出すことは、一 
部の形式を除き、公職選挙法上禁止されてます 
・そのため品川区内の方々には大変失礼を 

しております。ご無礼をお許し下さい。 

 
◇今年の選挙予定 

○参議院議員選挙（任期満了 7/25） 
  投開票日 7/10（??） 
○品川区長選挙（任期満了 10/７） 
  任期満了 30 日以内に選挙 

前回 2018 年は 9/30 に投開票 

区 政報告 
 №６０３ 2022 年 1 月 

 

元
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