☆品川区イズ（番外）☆
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2010 年 9 月
No.
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

トマト銀行など銀行の名
称にはユニークなものがあ
ります。今回の視察先に本
店がある『もみじ銀行』も
ユニークな名称です。
さて、この『もみじ銀行』
の本店は、次の都市のどこ
にあるでしょうか。経営ﾋﾞｼﾞｮﾝは、ＨＰに
「もっとみぢかに！じもと
（地元）の銀行、もみじ銀行
です」とあります。
①大分市 ②広島市
③呉市
ここ

☆8/30-9/1 に大分市（文化芸術振興）・広島
市（観光施策の取り組み）・呉市（協働の取
り組み）を区民委員会で行政視察してきまし
た。一部ご報告します。※品川区は 35 万人。
人口 約 115 万人
面積 約 905 ㎢
◇『水の都ひろしま』づくり
広島市は中心部に６本の川が流れ、水辺に恵
まれています。その魅力を活かし開放感溢れ
る「水辺のｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ」（飲食店）を展開して
います。川沿いの道に下水道などを区が整備
し、建設・運営を民間業者が行います。21 年
度は８店舗で約 15 万人の利用がありました。
☆河川と一体化し、空間をとても上手に利用
した個性的な店舗が多く、再訪したくなりま
す。品川区も川があるので参考になりました。

水辺のｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ

原爆ﾄﾞｰﾑ

人口 約 47 万人
面積 約 501 ㎢
◇『おおいた夢色音楽ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ』
「夢色音楽祭」＝大分の街中に 14 ヶ所のｽﾄ
ﾘｰﾄｽﾃｰｼﾞを設置し、ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝがﾗｲﾌﾞ！「どこ
でもｺﾝｻｰﾄ」＝能楽堂、酒造倉、卸売市場
などでｺﾝｻｰﾄ開催。市民に身近な場所でｺﾝｻｰ
ﾄなどをして音楽の溢れるまちを実現する。
☆このｲﾍﾞﾝﾄには多数のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが参加して
活気がありました。
▽予算額 1900 万円
人口 約 24.6 万人
面積 約 353 ㎢
◇『ゆめづくり地域協働ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ』
地域の協議会（品川区でいうと数町会の連
合体）に一律 50 万円
交付され、自由に地域の
活動に使用できる施策。
21 年度以降は、発展さ
せ、協議会が事業を要
望して、市が査定し、地
域交付金を交付します
（300 万円交付される
協議会もありました！）。
▽予算総額 3875 万円
☆地域の人々が「まち 【両城の 200 階段】
づくり」を自ら考え、 映画『海猿』
（うみ
運営するという理想
ざる）ロケ地。200
段は辛かったです
的な自立（市との協
が（汗）眺望最高
働）の仕組みです。
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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。

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！
☆初心を忘れずにガンバります！
しがらみのない無所属

今週の書架
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☆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(郵
送他)いたします。ご連絡ください。

☆『歴史ドラマの大うそ』
（大野敏明 産経新聞出版 1300 円）
「真の歴史ﾄﾞﾗﾏ好きに捧げる正しい歴史の
楽しみ方」と謳っています。「ＮＨＫ大河ﾄﾞ
ﾗﾏの嘘八百」として『龍馬伝』も俎上に。
「ﾃ
ﾚﾋﾞではいつも総髪（そうはつ。あの有名な写真
の髪型）だが、脱藩前の龍馬は髷（まげ）を結っ
ていたはず」など。他に『暴れん坊将軍』
『水
戸黄門』『銭形平次』『遠山の金さん』など
のﾄﾞﾗﾏの「ウソ」を指摘。☆時代考証とい
う観点でみると、ﾄﾞﾗﾏでは確かに
誇張されている点は多いですね。

☆区議会では、常任委員会
（表）ごとに委員会に関連す
ることを調査研究するために
他の自治体を視察（行政視察といいます）しています。例年、10
月上旬に２泊３日で実施しますが、今年は区長選挙・区議補欠選
挙（10/3 投開票）の関係で８月下旬に視察しました。また、視察
の際には、区の職員が数名同行します。
☆視察の成果を今後の区政に活かすよう区に提言して参ります。

◇22 年度予算額 約 552 万円（議員 1 人当り 約 14 万円）
【平成 22 年度 各委員会の視察地】
委員会
総務
区民
厚生
建設
文教

日程
8/31-9/2
8/30-9/1
8/31-9/2
8/30-9/1
9/7 -9/9

視察地
七尾市・南砺市・富山市
大分市・広島市・呉市
中津市・大牟田市他
盛岡市・栗原志・秋田市
西尾市・尼崎市・門真市

ちょっとした話ながわ
品川区の 92 歳
熱中症で死亡

⇒私の所属委員会

たばこ窃盗容疑
中学生 8 人逮捕

8/31 警視庁少年事件課は、大
田、品川両区に住む中学３年の
８/27 午後１時頃、自宅の居室
14〜15 歳の男女８人を窃盗の
でぐ っ た りし て い る区内の 男 性
疑いで逮捕したと発表した。逮
（92）を同居の妹が見つけて 119
捕容疑は、5/3 午前 2 時 45 分頃、
番通報。救急車で病院に搬送され
品川区南大井の 24 時間営業の
た直後に死亡が確認された。男性
ｽｰﾊﾟｰで鍵付きのｼｮｰｹｰｽをこじ
がいた部屋にクーラーはなく、締
開け、たばこ約 90 個など（約
め切った状態だったという。
27000 円相当）を盗んだ疑い。
（8/28 朝日新聞）
全員が容疑を認め、大半の生徒
☆残暑が厳しいのでお
は反省した様子という。
年寄りの健康に関し
（9/1 東京新聞、朝日新聞、日
ては十分にご留意を。
本経済新聞）
☆大阪は『左』。逆に福岡は東京と同じで
『右』が急ぐ人でした。また失敗（苦笑）
クイズの答え：②「もみじ」といえば、
「もみじ饅頭」でも有名な広島ですね。
ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
『広島総合銀行』と『せとうち銀行』
火 京急青物横丁駅前
の合併により設立された銀行です。宝
◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
くじ付き定 期預金のｼﾞｬﾝﾎﾞ宝くじで
◎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
何 度も高 額 当 選 者が出てい るこ とで
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00-9:30 頃
マスコミの話題になりました（驚！）

