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新 春 を 迎えて

品川区議会議長

新年あけましておめでとうございます︒

年頭にあたり︑品川区議会を代表いたしまして︑ご挨拶を申し上げます︒

区民の皆様には︑新春を健やかにお迎えのことと心からお慶び申し上げます︒ま

た︑日頃から品川区議会の活動に対しまして︑ご理解とご協力を賜り︑厚く御礼申
し上げます︒

昨年開催されたロンドンオリンピック・パラリンピックでの日本人選手の活躍は︑

震災からの復興をめざす私たちに︑大きな感動と勇気を与えてくれました︒

震災後︑品川区では地域防災計画の改訂が進められており︑昨年四月に公表され

た東京都の被害想定から︑木造住宅密集地域の不燃化促進や津波・高潮対策︑帰宅

困難者の対応など︑区が取り組むべき喫緊の課題が見えてまいりました︒区議会で

は︑防災力の強化はもちろん︑緊急経済対策や待機児童対策︑高齢者対策などの諸

課題に対しても︑各常任委員会や特別委員会において審議を重ね︑課題解決に向け

た提言や提案等を積極的に行っております︒本年も区民の皆様の安全・安心と福祉

の向上を第一に考え︑豊かで住みやすいまちづくりを推進してまいります︒

また︑地方分権の進展により︑住民に最も身近な自治体である区の議会が果たす

べき役割もますます重要となってきております︒品川区議会においても︑議会への

住民参加が不可欠と考え︑﹁議会のあり方検討会﹂により中間報告をとりまとめ︑
ホー

ムページ等による積極的な情報提供や︑ケーブルテレビの議会放送を再質問と再答

弁まで含めたものにするなど︑充実を図りました︒今後も︑区民に開かれた議会︑

わかりやすい議会の実現に向けて議会改革を進めてまいります︒区民の皆様におか

れましては︑より一層のご支援︑ご協力を賜わりますよう︑よろしくお願い申し上
げます︒

この新しい一年が皆様にとりまして︑希望に満ちた素晴らしい年となりますこと

を心からお祈り申し上げます︒

古紙配合率 70％の紙を使用しています。
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武内

忍

豊町 3-7-6-201
（3788）2069

若林

広毅

真一

孝子

大井 6-13-1-212
（3773）7507

山元

敬子

浩之

平塚 3-9-17
（3787）7319

鶴

伸一郎

小山台 1-30-3-206
（6412）7707

雅子

松澤

利行

豊町 1-4-17
（3781）8015

塚本

昌宏

本多

健信

大崎 2-1-2-206
（3491）7635

小山 3-8-1-406
（3787）2921

中塚

亮

西大井 5-17-19-303
（3775）2141

秀男

北品川 1-30-4
（3474）8688
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安通

中延 5-9-5
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渡部

芳弘

西品川 2-24-21
（3492）2590
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鈴木
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北品川 4-2-1-701
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鈴木ひろ子

石田ちひろ

中延 3-12-6
（3783）8833

南品川 6-7-1-501
（3472）4843

石田

慎吾

西五反田 8-2-6-601
（5496）3850

阿部祐美子
北品川 5-5-27-1107
（3441）9664
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慎司

東大井 4-13-11-304
（5461）8757
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博

戸越 1-3-1
（3786）0318

沢田

洋和

大井 4-13-16-201
（3776）0981

山内

晃

平塚 1-13-10-401
（6379）9333

みんな・
無所属品川

東大井 1-2-13
（3472）5086

浅野

伊藤

南大井 5-13-5-202
（3298）0681

民 主 ・
改革ネット

飯沼

金野

日本共産党
品川区議団

平塚 2-7-13
（3785）4812

大沢

小山 3-26-3
（3782）9777

南品川 5-16-50-210
（3471）5869
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公 明 党

阿久津広王
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須貝

行宏

荏原 5-9-11
（3781）1519

新春番組放送のおしらせ
品川区議会の新春あいさつ番
組をケーブルテレビ品川の
「品川
区民チャンネル」で放送します。
放送時間は、下記のとおりで

恵子

井上八重子

八潮 5-12-65-503
（3790）1523

南

北品川 3-5-9-211
（5751）7105

稲川

貴之

旗の台 4-9-5
（5498）1750

藤原

正則

大井 2-16-8
（3775）9670

原

浩三

西五反田 8-3-9
（3491）4987

西本

貴子

大井 7-2-13
（5742）1146

す。ぜひご覧くだ
さい。

1 月 1 日・２日・３日
午前 8 時〜 8 時 20 分
午後 6 時〜 6 時 20 分
計 6 回放送

議員は、年賀状等のあいさつ状を
出すことが禁じられています

向

めぐ美

平塚 1-7-16-301
（6421）5084

木村

健悟

東大井 5-7-6-702
（6712）0485

大倉

考裕

小山 1-8-4-101
（3787）7297

吉田あつみ
豊町 4-19-28
（3788）8957

公職選挙法により、議員は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を
出すことが禁止されています。品川区議会は法を厳正に遵守してまいります。区民の皆様のご理解をお願い致します。

