
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

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.114    

    
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 

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 

10 月 8日から 11日まで熊本・福岡・
門司（反対面で一部をご報告）などを
視察しました。 

８・９日、熊本では全国都市問題会
議に参加。この会議は、毎年、全国の
市長や市議会議員が参加し、今日的な
都市の課題について研究討議を行な
うものです。今年のﾃｰﾏは、上記。基
調講演や報告、パネルディスカッショ
ンが行なわれました。 
 

☆住民に予算（政策）要望権！ 
特に興味を持ったのは大阪市池田

市の倉田薫市長による報告でした。 
池田市は、市内を 11 の地域に分け

てｺﾐｭﾆﾃｨ推進協議会を発足させ、住
民税総額の１％（7000 万円）を 11 地
域で分け、600 万円から 700 万円の額
で市民が予算編成要望権を持って自分
たちの納めた税の使い道を具体的に関
与できる制度を平成 20 年にスタート
させました。これは、納税者に税の使
い道を決める権限（支配権）を一部渡す
という全国初の地方分権制度です。  

ｺﾐｭﾆﾃｨ推進協議会（公募による市 
 

民 40～70 人で構成）が地域のﾆｰｽﾞ
にあった事業を市に提案（要求）し
て、市が予算案に反映させ、その事
業を協議会が実施します。協議会か
らの提案（要求）例は、「防犯ｶﾒﾗ
設置 580 万円」「AED 設置 62 万円」
「公園ﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ化 312 万円（これ
は実現後、近所から騒音の苦情があ
り、この対応も市ではなく協議会が
行ないました）」「ｺﾐｭﾆﾃｨ紙発行 30
万円」などです。市職員は、無給で協
議会をｻﾎﾟｰﾄ。倉田市長の長期目標
は、各地域に 3 億円（！）で、総額
33 億円の使い道をこの市民による
協議会が決めると 
いうものです。 

市長の、「住民が 
役所にｸﾚｰﾑをつけ 
たり、任せるだけで 
はダメ。自らが参加 
し、『お任せ民主主 
義からの脱却』が 
地方分権には必要」 
という言葉が印象 
的でした。 

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        

☆ 品川区イズ（番外編）☆ 
  「バナナの叩き売り」  
八百屋の店先や祭りでﾊﾘｾﾝなどで台を叩

きながら様々な口上を言い、ﾊﾞﾅﾅを売るの
が「ﾊﾞﾅﾅの叩き売り」。映画「男はつらいよ」
で寅さん（渥美清）が演じて有名になった
といわれます。ﾊﾞﾅﾅは、明治時代から輸入
され、その際、輸送中に痛んだﾊﾞﾅﾅを路上
で売り子に売らせたのが始まりといわれて
います。「保存会」もあり、「バナナの叩き
売り発祥の地」といわれているのは、私が
視察した都市（地域）のうちどこでしょう？ 

①熊本 ②福岡 ③小倉 ④門司  
          （答えは、反対面） 
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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！！！！！！！！ 

無所属クラブ 
    区政報告 

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！！！！ 

 
今週の書架 

☆☆☆☆『『『『子子子子どもにどもにどもにどもにウケウケウケウケるるるる    たのしいたのしいたのしいたのしい雑学雑学雑学雑学』』』』    
（（（（坪内忠太坪内忠太坪内忠太坪内忠太    新潮社新潮社新潮社新潮社    857857857857 円円円円））））    
子どもの発想から出てきそうな質問が

約 250 問。簡単そうで意外に答えにくいで
す。「なぜ、草しか食べないのに牛や馬は
大きく元気か」「キウイとリンゴを一緒に
していると熟してくるのは、なぜか」「空
はなぜ青いか」「シマウマのシマ模 
様は白地に黒か、黒地に白か」な 
どなど。答えられましたか？ 
雑学がいっぱいです。 

 

10/9 福岡市立こども病院・感染症ｾﾝ
ﾀｰを視察しました。この病院は、子ど
も医療を行なう小児医療部門と感染症
部門を 2 本の柱とする高度な専門医療
施設です。建設総事業費 80 億円、病院
事業費用は、年間 57 億 8102 万円（！） 

診療科目は、内科をはじめほとんど
あります。特に心臓血管外科は、手術
件数は年間 400 例で日本一。難病を中 

心に北海道をはじめ全国から来院。 
職員は、276 人で、医師は 44 名（給 

料は 40 代で約 1200 万円）。子どもの患者
は、手がかかるため看護師は 171 名と多
い。乳幼児のための保育士もいます。 

市立の子ども病院は全国でここだけ。
他は、宮城、神奈川など県立。平成 22 年
度から独立行政法人化の予定で、人とお
金の面で柔軟になるとのこと。それでも
財政負担は相当のもので運営は厳しいと
のこと。地域医療に多大な貢献をし、そ
れも子ども専門という病院の視察はとて
も有意義でした。 

10/10 は、福岡市博物館を視察。皆さ
んは馴染みが無い博物館かもしれませ
んが福岡は、弥生時代に奴国（なこく）
と呼ばれた場所です。奴国は、西暦 57
年に中国の漢王朝に使者を送り、皇帝
から金印を贈られました。教科書でも
有名な国宝の金印が展示されていま
す。北九州は、古代から大陸との交流
の窓口になっていました、展示は、こ
の交流を中心とし、博多の役割も紹介 

介され、ﾃｰﾏ性をもった博物館でした。 
次に、国立九州博物館を視察しました。

東京・京都・奈良の国立博物館は美術系
博物館ですがここは 
歴史系博物館として 
設立。九州とアジア 
各地との文化交流の 
視点での展示が特色 
です。⇒金印（約 2.3 
四方。実物大ﾚﾌﾟﾘｶ） 

10/11 は門司港周辺。明治から大
正に国際港湾都市として栄え、 

現在は、当時の華やかな面影を残すﾚﾄ
ﾛな西洋建物群など、徒歩 10 分圏内に
主要な観光ｽﾎﾟｯﾄが整備され、ﾚﾝﾀｻｲｸﾚ
を使えば、ほとんどの施設を手軽に見
学可能。九州鉄道記念館もあり、「鉄っ
ちゃん（鉄道ﾌｧﾝのこと）」が大勢。ま
た、関門海峡近くまで観光ﾄﾛｯｺ列車が
走っていてこれも子ども達に大人気。 

いました。 

いわば、町全体が『レトロ』のｷｰﾜｰﾄﾞ
で整備され、国土交通省の都市景観 100
選も受賞している。2007 年の観光客数
は 220 万人。 
最近は、「焼き 
ｶﾚｰ」人気で多 
数のお店があ 
りました。 
⇒旧門司三井 

倶楽部 

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 台湾から輸入した
バナナを大正時代初期に売り始めたと
いわれています。JR 門司港駅（北九州
市門司区）から徒歩 10 分のところに、
「ﾊﾞﾅﾅの叩き売り発祥の地」の石碑があ
ります。視察の途中で立ち寄りました
が私以外に誰もいませんでした（笑） 
ﾊﾟﾝﾁﾊﾟｰﾏ発祥は近くの小倉だそうです 

☆大井競馬場前ショッピングモール「ウィラ大井」（勝島

１丁目）は、12/3 開業です（12/2 プレオープン） 


