
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.288 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 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    

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    高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ    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 

 

高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール        平成 23 年 4 月 5,232 票（１位）のご支持をいただき、現在２期目。若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、早実高、早大（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。東大研究員、塾などを経て、教師（早実高、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・新人として初当選（2541 票）。 『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（22222222 年年年年 12121212 月合格）月合格）月合格）月合格）    ☆初心を忘れずにガンバります！ 
 しがらみのない無所属 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

   不発弾処理、どこの責任で実施？ 

 9/19 に南品川４丁目で発見された旧日本

軍の不発弾の爆破処理が 10/27 に実施され

ます。さて、このような不発弾の処理は、次次次次

のどこの責任で行なわれる決まりになってのどこの責任で行なわれる決まりになってのどこの責任で行なわれる決まりになってのどこの責任で行なわれる決まりになって

いるでしょうか？いるでしょうか？いるでしょうか？いるでしょうか？    

① 国＝内閣府 

② 陸上自衛隊 

③ 都道府県知事 

④ 地方自治体の首長 

◎難易度◎難易度◎難易度◎難易度    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

2013201320132013 年年年年 10101010 月月月月    

 

 

◇９月 19、20 日に第３回定例本会議で一般質

問が行われました。今号と次号でその質疑の一

部をご報告します。私の質問の順番ではありま

せんでしたのですべて他議員の質問です。答弁

は、全て区長含め部長以上です（教育長含む）。 

Ｑ（質問）：2020 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催が決まった。

区への影響、今後の区の取り組みは？ 

Ａ（答弁）：都の試算によると経済 

効果は、全国で３兆円、都で１ 

兆 6,700 億円。区への波及効果 

は、金額的な把握はできていな 

いが、競技場が３ヶ所あることや 

交通至便であることから、大きな 

波及効果があると思う。 

庁内に連絡会議を立ち上げ、 

課題調整を行う。また、子どもへの取り組

みは、例えば、児童・生徒の語学力の強化な

どに取り組む予定。ｽﾎﾟｰﾂへの取り組みは、

当面、品川区ｽﾎﾟｰﾂ協会において、ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟ

ｰﾂの発掘・強化を目的として、小中高生を

対象としたｽﾎﾟｰﾂ教室や大会、強化練習を行

う。また、指導者の養成研修や地域のｽﾎﾟｰ

ﾂ関係者のﾈｯﾄﾜｰｸ構築をめざした連絡会等

の事業を行う。 

☆（私のｺﾒﾝﾄ）：区の連絡調整役として 

の役割は大きくなります。また、区内 

の児童・生徒の夢は、広がっています。 

関係機関と連携していくことを要望し 

ます。 

Ｑ：大井町と武蔵小山駅近くのｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ（住

民票等を取扱う）で図書館の本を借りる際の

取次ｻｰﾋﾞｽを行っていて、非常に好評と聞い

ている。今後、図書館が近くにない地域の区

施設等でさらに展開するように要望する。 

Ａ：図書全体の中での貸し出し割合は、大井

町約 2.2％、武蔵小山約 1.7％である。今後

の展開は、この数字の評価も含め、総合的

に検討していく。 

☆ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰでの図書取次は、経費と区民ｻｰ

ﾋﾞｽとの関係からみると効率的です。他の区の

施設で取り扱う可能性は、貸出割合だけでなく

検討するべきです。要は、「やる気」です！ 

 ◎◎◎◎25252525 年度予算年度予算年度予算年度予算    図書館経費図書館経費図書館経費図書館経費 13131313 億億億億 6742674267426742 万円万円万円万円    

        大井町ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ経費大井町ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ経費大井町ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ経費大井町ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ経費        3349334933493349 万円万円万円万円    

        武蔵小山ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ経費武蔵小山ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ経費武蔵小山ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ経費武蔵小山ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ経費    2025202520252025 万円万円万円万円    

  ※２ヶ所のｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰでは、この経費で図

書取次もしています。 

    

参考：15 ㎝砲弾 

ﾎｯｹｰは、大井ふ頭で開催 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆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☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。    

 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：④：④：④：④不発弾処理は、

災害対策基本法第２条第１号の

「爆発」にあたるため、市町村長

（区長を含む）の責任で行います。 

品川区として爆弾処理対策本部を

設置し、避難の指示（60 条）・警

戒区域設定（63 条）等を行い、

陸上自衛隊、警察、消防等関係機

関等に協力を得て、処理します。 

Ｑ：区長選挙や区議会議員選挙での品川区の投

票率が十分でない。投票率を上げるために、

①大規模な高層ﾏﾝｼｮﾝに投票所を。 

②期日前投票所を大井町のようなﾀｰﾐﾅﾙ駅

やｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ、大型家電店舗等に設置した

らどうか。 

Ａ：①投票率の向上や混雑解消 

等の課題解決の選択肢の一つ 

だが、ｾｷｭﾘﾃｨｰ面で所有者や管 

理組合の理解を得にくい難点 

がある。②区では、14 ヶ所の 

期日前投票所を設置している。 

都内各区の平均は６～７ヶ所 

程度で、世田谷区、大田区に次いで３番目に

多い。ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ等への設置は、突然の選挙に

安定的に借用できるか、従事する人員の確保

や管理・責任体制等にも課題があり、慎重な

検討が必要。◎区議会議員選挙◎区議会議員選挙◎区議会議員選挙◎区議会議員選挙執行費執行費執行費執行費    

（（（（23232323 年度）年度）年度）年度）    １億１億１億１億 1500150015001500 万円万円万円万円    

☆区長選挙・区議会議員選挙投票率 （％） 

平成  ７ １１ １５ １８ ２２ 

区長選 43.27 45.73 43.16 33.92 31.75 
平成  ７ １１ １５ １９ ２３ 

区議選 43.32 45.73 43.18 41.59 40.58 
 投票率が40％前後（区長選では、最近30％ 

台！）ということは、区民全体のうち、投票に 

行かない人の方が多いということです。関心 

を持って頂くためには、区だけでなく議会全体 

として情報発信等の努力をすべきです。 

Ｑ：①特別区（＝23 区）職員採用試験受験者のう

ち品川区を希望した者の推移は。また、国や

他自治体と特別区を併願し、品川区を選択し

た者は。②過去５年における、採用後３年まで

の職員のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ（※）の不調による病気休

暇の取得や休職、退職に至った件数は。 

Ａ：①平成 20 年度から、247 名、317 名、252

名、274 名、236 名である。この 5 年間の（品

川区）採用者 205 名のうち、８割以上が当

初からの品川区の希望者である。 

 ②過去５年間で、病気休暇が８名、病気休

職が６名、退職が１名となっているが、産

業医面談等の対応によりこのうち９名が

職場復帰している。 

※ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ＝心の健康。精神的な疲労・ 

ｽﾄﾚｽ・悩み等へのｻﾎﾟｰﾄにも用いられる。 

☆団塊世代の大量退職に伴い、新規職員も大

量に採用されました（５年間で 205 名！）。若

手職員が職場に定着し、意欲を持ち、能力を

発揮できるか否かがこれからの品川区政を左

右します。様々な研修ももちろん大切ですが、

各職場での育成を総合的に見渡せる部署

（人事課）の責任は、大変重いと思います。ﾒ

ﾝﾀﾙﾍﾙｽの不調 15 名は、少ないとはいえま

せん。復帰した９名へは、職場でも 

細心のｹｱを。 

ちょっとした話ながわ 

◇南品川の不発弾、10/27 に爆破処理 

 区は、9/19 に南品川 4－13－14 で発見された

旧日本軍の 15 ㎝砲弾（直径 15 ㎝、長さ 55 ㎝）

の爆破処理をします。27 日、現場から半径 130

ｍを午前８時半から立ち入り禁止にし、約 700 世帯

に避難を要請するほか、近隣道路も規制。陸上自衛

隊が午前 10 時から午後 1 時頃までの間、遠隔操

作により爆破処理をする。警戒地域の全住戸等へ

区職員が戸別訪問して説明します。 

現在、陸上自衛隊により不発弾は安全処理がな

されており、爆発の危険はありません。 

お問い合わせ ｺｰﾙｾﾝﾀｰ（０１２０－４９４ 

－９８０、午前９時～午後６時） 

参考：区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、朝日新聞他参考：区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、朝日新聞他参考：区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、朝日新聞他参考：区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、朝日新聞他 10/810/810/810/8    

月・水 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、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！ 


