
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

  
    

東京都品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011 
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 
E-mail takahashi-shinji@spa.nifty.com 
URL http://www.takahashi-shinji.net/ 
☆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 
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No.110    

    
品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    
    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    
※毎週、区政や区内の出来事 

についてご報告しています 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        

若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、
早稲田実業高、早稲田大学（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。東京大学研究員、塾などを経て、
教師（早稲田実業高、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４月 無所属・新人として 
2541 票の支持をいただき初当選！ 

 しがらみのない無所属 

   ☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
       旧東海道品川宿旧東海道品川宿旧東海道品川宿旧東海道品川宿のののの伝統野菜伝統野菜伝統野菜伝統野菜の復活を 
目指して、地元の有志が栽培の普及に

取り組んでいる。この野菜は、学校が給食
に使ったり、地元商店街がｷｷｷｷﾞ゙゙゙ｮｰｻｮｰｻｮｰｻｮｰｻﾞ゙゙゙ややややｹｰｷｹｰｷｹｰｷｹｰｷに入
れるなどして話題を集めた。ｸﾞﾙｰﾌﾟは区民区民区民区民
農園農園農園農園やややや品川神社品川神社品川神社品川神社で種をまき、9/25 には台場
小学校で児童の種まきを手伝った。漬け物
等のｵﾘｼﾞﾅﾙ商品を作る計画もある。代表の
大塚好夫さんは、「何とか定着させて品川宿
の活性化にも役立てたい」と張り切ってい
ます。さて、この野菜は何でしょう？ 
①ナス ②キュウリ ③ダイコン 
④カブ ⑤ジャガイモ   
（参考：東京新聞 9/26） 

平成 20 年度 
一般会計 

 
歳入歳入歳入歳入決算額 （1 年間の収入） 
    1373 億 9705 万 5624 円 
         ※財政規模は 23 区中 11 番目 
歳出歳出歳出歳出決算額 （1 年間の支出） 
    1342 億 6159 万 8983 円 
翌年度に繰繰繰繰りりりり越越越越すすすす財源財源財源財源 
       3 億 334 万 8000 円 

 
Ｑ：他の議員の質問 Ａ：区側の答弁 

☆：私のコメント 
           (9/30) 
 Ｑ：基金の取り崩しをどのよう判断で行ってい 

くのか。 
 Ａ：今後、耐震工事等で取り崩す必要がで

てくると考える。一方で財政基盤確立
のために基金の積立は重要である。 

 ☆基金は、年度末で 762 億円。有効な活用
と将来への備えの両面を求めます。 

Ｑ：住民基本台帳ｶｰﾄﾞの交付を地域    

 

セﾝﾀｰでもできるように。 
Ａ：悪意の取得防止の観点で今後も検討する。 
Ｑ：区内で TV 番組や CM 撮影が行なわれた場所

を区で把握してるか。 
◎◎◎◎使用料収入使用料収入使用料収入使用料収入 449449449449 万円万円万円万円 

Ａ:許可を出す部署では把 
握しているが、商業観光 
課には伝えていない。 

☆他自治体では、撮影された 
現場の PR 冊子を作成・配布 
している例も。もっと PR を！ 

Ｑ:渋谷区役所前公衆ﾄｲﾚのﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂについ
て。（＊ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ＝施設命名権。企業等
に売り収益を得る企業・自治体がある） 

Ａ:ｱﾒﾆﾃｨ（横浜市）が 30 万円（10 万円×３
年間）で命名権を購入。ﾄｲﾚの改修・維持管
理費（年間約 300 万円）も企業が負担する。 

☆品川区も収入の一助としてぜひ導入を。昨
今の経済事情からは企業への 
積極的な働きかけが必要。 

  

決算特別委員会は、区区区区がががが決算決算決算決算をををを議会議会議会議会にににに提出提出提出提出しししし、、、、予算予算予算予算がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと執行執行執行執行ささささ
れたかれたかれたかれたかをををを、、、、議会議会議会議会がががが審議審議審議審議するするするするものです。平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度のののの予算予算予算予算の審議です。
「えっ、今頃、20 年の？」と思われるかもしれません。予算の区切り
は３月ですが、様々な理由で前年度の決算は、９月に区から提出され
るのでこの時期になります。9/30 から 10/15 に連日６～７時間の質疑
が行なわれています。その一部をご報告します。平成 20 年度決算審議
ですが、21 年度施策の状況や今後の政策の展望なども質疑されます。 
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☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！ 

 
お知らせ 
 
ケーブルテレビ品川に登場します! 
☆現在行なわれている決算特別委員会で
は、最終日に会派ごとに代表が決算に対す
る総括質問を 20 分間行います。その様子
は、10/22(10/22(10/22(10/22(木木木木))))とととと 25(25(25(25(日日日日))))のののの 14141414 時時時時～～～～22222222 時時時時にににに
ｹｰﾌｹｰﾌｹｰﾌｹｰﾌﾞ゙゙゙ﾙﾃﾚﾋﾙﾃﾚﾋﾙﾃﾚﾋﾙﾃﾚﾋﾞ゙゙゙品川品川品川品川で放送されます。私は、５
番目なので、放送開始おおよ 
そ 270 分後に放送される予定 
です（時間は未確定です。 
25 日は再放送です）。 

 

無所属クラブ 
    区政報告 

 プレミアム付 
区内共通商品券、11 月販売へ 

品川区商店街連合会は、11/4 から過去最高
の３３３３億円分億円分億円分億円分を売る（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 10％）。春は、
２億円分が１カ月で売り切れた。総額が増
えたので１人 10101010 万円万円万円万円までまでまでまで購入購入購入購入できできできでき（春は 5
万円）、購入者のうち 200 人に能登の物産
が当る抽選も実施する。（東京新聞 9/29） 

※区は、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分など 4595459545954595 万円万円万円万円をををを助成助成助成助成。 

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：④④④④この『『『『品川品川品川品川カブカブカブカブ』』』』
は江戸時代に品川宿周辺で栽培され
ていた長カブ。2007 年に大塚さんが
小平市の農家で栽培されているのを
発見。昨年から種を譲り受けて普及
に乗り出した。＊見た目は、ちいさ
なダイコンといったところです。 

月 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 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』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。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！ 

ここにテキスト       
区立小学校に不審電話 

「「「「ちょっとしたちょっとしたちょっとしたちょっとした」」」」ではありませんではありませんではありませんではありません！！！！10/13
朝９時頃に城南・台場小学校に「「「「区区区区内内内内にいにいにいにい
るるるる奴奴奴奴をををを１１１１匹匹匹匹残残残残らずらずらずらず…………」（」（」（」（語尾不明語尾不明語尾不明語尾不明））））というというというという成成成成
人男性人男性人男性人男性のののの不審電話不審電話不審電話不審電話があり、両校は集団下校
を実施。品川警察も学校周辺の警戒を強化
した。また 10/9 には中央区・千代田区の小
学校で同様の事件があった。（10/13 PM５時 
教育委員会の発表、10/14 朝日新聞から） 

 
Ｑ：歩きﾀﾊﾞｺ防止過料が 17000 円（17 件×

1000 円）で場所も大井町・五反田のみだが。 
Ａ:他の禁止地区でも取り締まりして 

いる。注意を受け入れたので。 
Ｑ：電線地中化の推進を。 
Ａ:推進したいが莫大な費用と時 

間がかかるので、都市計画道路 
の整備にあわせて順次行なっていく。 

◎◎◎◎電線類地中化事業電線類地中化事業電線類地中化事業電線類地中化事業（（（（２２２２ヶヶヶヶ所所所所８８８８億億億億 5756575657565756 万円万円万円万円））））    
☆景観だけでなく防災上も有効なので少し

ずつでも進めるよう要望します。 
Ｑ：国や都の補助金が区の様々な事業に含まれ

ていることを区民の方々に周知しているか。 
Ａ：商店街関係等は説明している。その他は

周知されているか自信が無い。 
☆各施策の財源は、わかりやすく示すべき。 
Ｑ:『宝くじ等助成金収入』（4319 万円）は、どこ

からか、また使途の制限はあるか。 
Ａ：『ｵｰﾀﾑｼﾞｬﾝﾎﾞ宝くじ』から。使途は、ﾘｻｲ

ｸﾙ推進、自治振興などある程度指示され、
そこから選んで支出している。 

☆皆さん（私も？）が投資された貴重な財源 
ですので有効な支出を。 

          1 
    Ｑ：①品川区 HP（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）のｱｸｾｽ

数は。②ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝの登録者数は。 
Ａ:①ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞへのｱｸｾｽ数は、年 162 万件。1

位はﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ、２位はｳｪﾌﾞ写真館。②100
名程度。  ◎◎◎◎ﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙等経費等経費等経費等経費    4637463746374637 万円万円万円万円 

Ｑ：近隣ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ（まもるっち）について①ｼ
ｽﾃﾑ変更の進捗状況 ②通報件数は。 

Ａ:①今年度中に全て交換できる予定。②
11634 件（誤報 11611 件、緊急通報 23 件）。 

 ◎◎◎◎近隣近隣近隣近隣ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ運営経費運営経費運営経費運営経費    １１１１億億億億6316631663166316万円万円万円万円    
Ｑ：区全体で使用している事務用品の合計額は。 
Ａ:平成 20 年度 約約約約１１１１億億億億 4900490049004900 万円万円万円万円。。。。 
Ｑ：区職員の自転車通勤者は何人か。手当を高く

して、エコの点から自転者通勤の奨励を。 
Ａ:466 名（職員の 18％）。手当は 2～3000 円。

額を区独自ではなかなか変えられない。 
Ｑ:歩行喫煙防止ﾊﾟﾄﾛｰﾙをしている人達が大勢

で大井町駅前にたむろしていて怖いという区
民の苦情がある。 ◎◎◎◎ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾄﾛｰﾙﾄﾛｰﾙﾄﾛｰﾙﾄﾛｰﾙ経費経費経費経費    3044304430443044 万円万円万円万円 

Ａ:2人1組で活動するように厳しく指導する。 
Ｑ：私立幼稚園就園奨励費補助金の所得制限 

の見直しを。    ◎◎◎◎補助額補助額補助額補助額    1111 億億億億 2584258425842584 万円万円万円万円 
Ａ:幼稚園関係の補助全体のﾊﾞﾗﾝｽを考慮して

検討している。 

ちょっとした話ながわ 

 


