
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 年 12 月 

 
 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

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 

Ｑ：区内の介護従事者の離職率は？ 
  人材確保に対する区の取り組みは？ 
Ａ：平成 19 年度の区内社会福祉法人では、10％強である。 
  全国レベルからみると安定しているが、厳しい現状で 

あることは、事実である。区として、人材確保をはじ 
めとしてどのような形で支援できるか検討している。 

☆（私の考え）適正な給与水準の確保を始めとする労働 
条件の向上を区が支援する手立てを求めていきます。 

 
Ｑ：①振り込め詐欺の被害が、区内で 95 件（＋29 件）、被害金額は、1 億

2340 万円（＋1940 万円）と前年比大幅増加だが、区の防止への取り
組みは？ ②「空き巣」、「ひったくり」犯罪について。 

Ａ：①大井町駅前で撲滅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施や、区職員による地域でのミニ防犯講
話を実施している。②９月末までの区内の発生状況は、空き巣が 177
件（－52 件）、ひったくりが 28 件（－22 件）と昨年比大幅減少です。
区民の方々とのﾊﾟﾄﾛｰﾙなど協働防犯対策による効果もあります。 

 ☆振り込め詐欺には、関係機関等と連携したきめ細かい対応が重要です。 
 

Ｑ：制定 30 周年の『品川音頭』を区内外の方へのｱﾋﾟｰﾙと
して JR 品川駅や大井町駅などで発車のﾍﾞﾙに合わせて流
すよう JR に働きかけてはどうか？ 

Ａ:駅には様々な思いをもった乗降客がおられるので主に        
お祭りの際に歌う歌を一方的に放送するのはいかがなも
のかと考えます。 

 
◎第４回定例会の一般質問は、11/20,21 の２日間に各会派から計 10
名の議員が各 20 分ずつ行ないました。 

 

No.74 
 

   ☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
   大森貝塚周辺には、今から約３千

年前の縄文時代に人が住んでいました。し
かし、区内の居木橋（いるきばし。大崎駅
の近く。山手通りに交差点あり）周辺には、
もっと前から人が住んでいたことがわかっ
ています。今からどのくらい前でしょうか。 

 
①今から約５千年前（縄文時代前期） 
②今から約８千年前（縄文時代初め） 
③今から約１万２千年前（縄文時代より
前の旧石器時代くらい） 
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議会 他議員の質問 

73 号では、第４回定例会での
私の一般質問をご報告しま
した。今号は他議員の質問
（Ｑ）と、区の答弁（Ａ）の
一部をご報告します。 

高橋しんじプロフィール  

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 
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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 

無所属クラブ 
    区政報告 

 
今週の書架 

☆『昭和 30 年代の大田区－蘇る青春         
  の昭和』（大田区書店組合 1995 円） 
 新聞紙上でも取り上げられた写真集で
す。昭和 30 年代ということは、1955～1965
年頃。今から 40 年～50 年前における大田
区内風景の写真集。大森駅など品川区に隣
接した地域の写真もあります。現在の風景
とは、大きくことなる風景がいくつも紹介
されています。大田区版「三丁目の夕日」
といったところです。50 歳以上の 
方々にはとってはとても懐かし 
いのではないでしょうか。 

品川区役所が編集し、 
品川区版が発行される 
ことを期待していますが…。 

Ｑ：区内の地域割りは、神社の氏子としての地
域割り（お祭りなど）、商業圏域、学校区、
区の地域ｾﾝﾀｰによる所管範囲等様々なもの
があるが区政運営におけるその整合性は？ 

Ａ：歴史的経緯があり生活に根ざした地域割り
と行政上の地域割りをそれぞれ維持してい
く。施策上では、地域ｾﾝﾀｰと各行政部門との
連携を密接にして課題に対応する。 

 ☆この「連携」が円滑にいくか注視します。 
 

Ｑ：ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞや広報紙で区長は
区政運営の現況等をﾒｯｾｰｼﾞと
してもっと発信すべきです。 

Ａ：区長自身の言葉で区民の方々
にお伝えするのは有効なので
今後企画を充実させていく。 

 
 
 
◎『品川区組織条例』（区長提案）   
 基本構想の実現に向けた組織改正です。 
 企画部・総務部・地域振興事業部・子ども
未来事業部・健康福祉事業部・都市環境事業
部・防災まちづくり事業部・教育委員会の８
部に改編されます。詳細は、後日ご報告しま
すが、①教育委員会所管の文化・ｽﾎﾟｰﾂ関係
事務を地域振興事業部へ移管。②子ども未来
事業部に子ども関連事業を一元化。③商業・
観光課、水とみどりの課、協働・国際担当係
などの新設。④総合庁舎内の保健所長に食品
衛生や感染症対策を一元化。などです。 
※他にも 13 条例、２契約等が可決しました。 

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』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、駅前にいます！ 
クイズの答え：① 居木橋遺跡
からは、約５千年前の縄文土
器・打製石器・獣骨（ﾆﾎﾝｼﾞｶ、
ｲﾉｼｼ等）・貝類（ﾊﾏｸﾞﾘ、ﾊｲｶﾞｲ
等）が出土しています。（参考：
品川歴史館『解説ｼｰﾄ№20』より） 

議会 他の議員の質問 
Ｑ：区の庁有車の低公害車 
化について。 

Ａ：庁有車 155 台のうち 67 
台が低公害車（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 
車 3 台、天然ｶﾞｽ車 17 台、 
東京都指定低公害ｶﾞｿﾘﾝ 
車 47 台）。今後も低公害 
車への切り替えを検討していく。  

☆50％に満たないので推進を要望します。 
 
Ｑ：来年４月からの組織改正で「子ども未
来事業部」が新設された理由と役割は？ 

Ａ:現在、青少年育成関連事業は、児童保健
事業部、区民生活事業部、教育委員会事
務局などに分かれている。改正でできる
だけ一元化して児童福祉・青少年育成・
子育て支援事業を密接に関連づけて事業
を進めていく。（※下欄参考） 

 
Ｑ：高齢者住宅や住み替え用住宅用地の取
得について。 

Ａ:八潮地区では、八潮南小中学校跡施設
を改修し、高齢者施設（注：特養ﾎｰﾑ、
認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等）と区民活動
交流施設を 22 年度開設に向けて整備す
るがここで住宅確保の予定はない。 

       また、林町都営住宅跡（東
大井４丁目）は、住み替え
住宅と高齢者住宅等の複合
施設を建設すべく都と協議
を進めている。 

       ☆都営住宅跡地取得に関
する都との協議の進捗状
況は随時ご報告します。 

        


