
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    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 

2010201020102010 年年年年 10101010 月月月月    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
１人当たりの公園面積、ﾄｯﾌﾟの区は？ 

品川区内には、都立公園、区 
立公園など公園が 241 ヶ所あ 
ります。このうち区が管理す 
べき公園の維持管理費は、 
８億 5570 万円（平成 22 年度 
予算額）です。さて、次の区 
を『区民区民区民区民 1111 人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの公園面公園面公園面公園面    
積積積積のののの大大大大きいきいきいきい順順順順』に並べ替えて下さい。 
①豊島区  ②港区  ③目黒区 
④千代田区 ⑤江東区 ⑥品川区 

（参考：品川区の統計 2010） 

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！ 
『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定２２２２級級級級』』』』合格合格合格合格（（（（22222222 年年年年 5555 月月月月））））    
 

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        

 
しがらみのない無所属 

政府の『事業仕分け』が話題です。
各地方自治体でも実施されています。
今年の７/10（土）に鎌倉市役所で実
施された『事業仕分け』を傍聴しまし
た。仕分け人には、公募市民も参加し
ています。。たくさんの市民が傍聴し、
イスが足りなくなる分科会もありま
した。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 結果は【仕分け区分】
①８件 ②２件 
③１件 ④17 件 
そして、⑤「現行のま
までよい」は、ゼロ！ 
◇多くの改善すべき

点が指摘されました。 
☆傍聴しての感想 

今まで聞かれたことがない市民目
線の質問に窮する職員や具体的な数
字（予算の積算等、その事業を実施す
る論理的根拠）を示せない職員がい
ました。また、市民仕分け人の意識
（紳士的態度も）の高さには、感心
しました。「事業仕分け」は、賛否
両論あり、行政の全ての事業を仕分
けできるわけではないですが、「ﾑﾀﾞ
の削減」（少しでも）は勿論、行政
側の問題意識を高め、「内部改革」の
契機になると思います。 
◇挙手で 

採決⇒ 
 
※この仕 
分けは、 
最終決定 
ではあり 
ません。 
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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    

◎対象事業：３０事業 
 「担い手の見直し」「制度の見直
し」「適正な経費等の見直し」の３
視点から市がﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟしました。 

 

◎実施体制：３班体制 各班構成↓ 
・ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ－１人 

『構想日本』ﾒﾝﾊﾞｰ 
・仕分け人－『構想日本』ﾒﾝﾊﾞｰ

３人、公募市民 ２人 
・事業説明者－対象事業の鎌倉市 

担当職員（課長、係長など） 

◎実施方法 １事業 30 分 
◎仕分け区分 
 ①不要（廃止） 

②民間で実施すべき 
③国、県で実施  
④鎌倉市で実施（要改善） 
⑤鎌倉市で実施（現行どおり） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 今週の書架 
☆☆☆☆『『『『テレビテレビテレビテレビ政治政治政治政治    
            －－－－国会報道国会報道国会報道国会報道からからからからＴＶＴＶＴＶＴＶタックルタックルタックルタックルまでまでまでまで』』』』    

（（（（星浩星浩星浩星浩、、、、逢坂巌朝日新聞出版逢坂巌朝日新聞出版逢坂巌朝日新聞出版逢坂巌朝日新聞出版 1200120012001200 円円円円））））    
「テレビと政治と世論の危ない関係」を論じ
ています。小泉首相の郵政選挙（2005 年 8
月）後の出版なので少し前の本ですが、現
在も似たような状況にあると言えます。国
政選挙で、新聞よりテレビを参考にした人が、
50％というｱﾝｹｰﾄ結果も紹介し、テレビと世
論の関係を分かりやすく論じていま 
す。星氏は、朝日新聞記者。テレ 
ビ朝日の番組にも出演しています。 

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！！！！ 

 ズ 
◇東京か、新橋か… 
 羽田空港と浜松町駅を結
ぶ東京モノレールが、路線を
ＪＲ東京駅か新橋駅まで延
伸することについて本格的 

な検討に入った。羽田空港の「24 時間国際化
（10/21）」に伴い成田空港との接続を改善し、
空港間の輸送力を強化する狙い。現在の浜松町
駅接続では、成田空港まで２回乗換え。東京
駅延伸の場合は、「成田ｴｸｽﾌﾟﾚｽ」と接続でき
るので１回ですむ。新幹線とも接続でき、便
利。ただ、建設費用は、１千億円超。駅用地
確保も課題。新橋駅延伸では、ＪＲ横須賀線
駅に「成田ｴｸｽﾌﾟﾚｽ」を停車させれば、１回で
ＯＫ。建設費用は、東京駅の場合の 1/3 程度
で工期も数年程度ですむ（東京新聞 22/9/17） 
☆京急やﾘﾑｼﾞﾝﾊﾞｽとの旅客争奪戦！ 

 

 
 

 
 
発行所 品川区議会無所属クラブ 
発行者 高橋慎司（副幹事長） 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 
Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆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！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連連連連絡絡絡絡くださいくださいくださいください。。。。    

 
ちょっとした話ながわ 

◇89.7％！ 
区の世論調査の速報値で、品

川          川区に住み続けたい人が 89.7％     
であることがわかりました。 

 内訳：「ずっと住みたい」49.3％ 
          「当分は住みたい」40.4％ 
・住みたい理由のベスト３ 
 １位 「交通の便が良いから」   82.9％ 
 ２位 「土地になじみや愛着がある」56.3％ 
 ３位 「買い物に便利だから」   51.5％ 
・区に求める重点政策の分野ベスト３ 
 １位 高齢者福祉        31.0％ 
 ２位 生活安全         26.4％ 
     （防犯対策・歩行喫煙防止等） 
 ３位 保健・医療・健康     24.4％ 
【調査の概要】22/7/4-25 実施 

有効回収数 1125 件（標本数 1500 件） 
☆皆様のご期待に応えるようｶﾞﾝﾊﾞﾘます！ 

 『決算特別委員会って？？』 
▽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

ががががきちんときちんときちんときちんと執行執行執行執行されたかされたかされたかされたか」」」」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特別委特別委特別委特別委
員会員会員会員会です。平成平成平成平成 21212121 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？ 21 年度の？今はもう 22 年秋ですよ！」とよ
く指摘されます。予算の区切りは３月ですが、様々
な理由から前年度決算は、約半年後に区から提出され
るのでこの時期になります。例年は９月下旬に開催
されますが、今年は、区長選実施の    
影響で 10 月下旬になりました。 

▽10/29 から 11/11 に連日７～８時間 
の審議が行なわれます。審議の様子 
は、後日ご報告します。 
 

◇第３回定例会が始まります。 
・10/21～ 
・平成 21 年度決算特別委員会 
（右コラム参照）も行われます。 

☆平成 21 年度一般会計 
・歳入決算額（1 年間の収入） 

1438 億 4077 万 2501 円 
※区民１人当たり約 41 万円 

・歳出決算額（1 年間の支出） 
1405 億 5538 万 5916 円 
※区民１人当たり約 40 万円 

・22 年度への繰越額 
32 億 8538 万 6585 円 

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：千代田区（37.94
㎡）⇒江東区（8.86 ㎡）⇒港区
（6.48 ㎡）⇒品川区（3.55 ㎡で
23 区中 13 位）⇒目黒区（1.73
㎡）⇒豊島区（0.70 ㎡）の順で
す。皇居外苑（国が管理する国
民公園）が千代田区にあります。 


