☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇投票所ごとの投票率
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436
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7・8 月

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

◇ニコン跡地について
ニコン大井製作所（西大井 1 丁目。下図）
の一部跡地についての購入交渉状況と活
用意図について。
Ａ：平成 28 年４月に売却の相手先となるよう
申し入れをし、本年１月にも取得の意思があ
ることを改めて申し入れた。
約 18,000 ㎡の広大な敷地。地域の方々の関
心も高く、影響も大きいことに加え、区のさ
まざまな行政需要への対応を検討する上で
有用である。解体後の計画については、未定
という。区としては、引き続き計画の動向に
注視し、所有者の意向の把握に努める。
☆広 大 な土 地 です 。 防 災 を は じ めと す る区 の
様々な需要に対応できる可能性が高く、土地取
得に向け、区の積極的な対応を強く求めます。

7/2 投開票の都議会議員選挙。品川区の投票
率は 52.00％（東京都全体 51.28％）でした。
さて、次の投票所の投票率を高い順に並べ替
えて下さい。
①こみゅにてぃぷらざ八潮
②山中小
③城南小
④鈴ヶ森中 ⑤鈴ヶ森小
◎難易度☆☆☆☆☆
７月６～７日に第２回定例会本会議
が開催されました。９人の議員が一
般質問をしました。
他議員質問の一部をご報告します。
Ｑ:他の議員の質問Ａ:区側答弁
◎29 年度予算額 ☆:私のコメント
◇今回、私は質問の順番ではありませんでした。

◇品川歴史館について
①収蔵物が満杯と聞く。②学芸員が不足し
ている。また、収蔵物のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化を。③今年の
茶室補修を契機に国内のみならず諸外国からも
多くの集客が可能な施設にするために
ﾚｽﾄﾗﾝ等併設した改築を。
Ａ：①②所蔵物の価格評価の体制や収蔵庫の適
切な保管環境など、対応策の検討に着手し
た。収蔵庫のｽﾍﾟｰｽ確保は、今年度より外部
への所蔵資料預け入れを実施し、書籍約１万
5,000 冊を預け入れる予
定。③ﾚｽﾄﾗﾝ併設の可能性、
全体の改築について検討
する。☆抜本的な検討を！
◎歴史館経費（大井 6 丁目）
1 億 1156 万円

高橋しんじプロフィール

高 橋しんじ 事 務所
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 高橋しんじ
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☆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。

平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58 票差）のご支持を頂き、現在３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 年初当選（2541 票）、平成 23 年
5232
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票（１位）。『議員力検定１級』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

ちょっとした話ながわ
◇元プロボクサーの男ら２人逮捕

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！！
☆ご希望の方に『区政報告』をお届けい
たします(送料は当方で負担します)。

品川区東大井 3 丁目の路上で相次いだ
強盗事件で、警視庁は元ﾌﾟﾛﾎﾞｸｻｰら２
人を 7/26、強盗傷害の疑いで逮捕した。
大田区の元ﾌﾟﾛﾎﾞｸｻｰ（30）ら２人で、7/5 午後 10
時頃、路上で男性（47）の左胸などを殴り肋骨を
折るケガをさせたうえ、男性のｶﾊﾞﾝを奪った疑い
が持たれています。この日、現場周辺ではこの容
疑者らの犯行とみられる強盗事件と傷害事件が、
20 分の間に３件相次いでいた。☆地域の皆さんも
少し安心です。 参考：7/26 警視庁からのﾒｰﾙ等

◎基金残高（平成 28 年度末 見込額）

◇品川区の貯金、借金って？
Ｑ：品川区には、①どのくらい貯金があるのです
か。②また、逆に借金はどのくらいあるのです
か。③貯金があるのならば、活用して、住宅ロ
ーンの繰り上げ返済のように現在の借金を全
額を一度に返済してしまった方がいいのではあ
りませんか。
（区民の方より）
☆区民の方からのご質問にお答えするｺｰﾅｰ
Ａ：①区の貯金は、
「基金」といいます。基金に
は、14 種類あります（右表参照）。
その合計は、889 億 816 万円
（平成 28 年度末の見込み）です。
②区の借金は、「特別区債」といい
ます（国の借金は「国債」といいます）。
147 億 4391 万円（平成 28 年度末残高）。
これまで、区立学校用地や公園用地などを民
間から購入する際に借金をして（＝特別区債
を発行する、といいます）います。
学校・公園等の公共施設を建設するため
に、その年度の予算だけを使った場合、施設
は何年も使うのに、建築費用を負担するの
は、その時の区民だけになってしまい、不公
平が生じます。そのため、「特別区債」を発
行して将来の区民にも平等に負担をしても
らう（＝長期間返済する）ようにしています。
③一部を繰り上げて返済することはありま
すが、②のような理由から長期で返済します

基金名
公共施設整備
基金
財政調整基金
減債基金
義務教育施設
整備基金
文化ｽﾎﾟｰﾂ振興
基金
災害復旧基金
その他 ８基金

残高
備考（使途など）
291 億円 区施設整備（特別養
護老人ﾎｰﾑ等）
176 億円 区の歳入（収入）に
111 億円 特別区債の返済
200 億円 区立学校改築等
25 億円 文化芸術・ｽﾎﾟｰﾂ活
動
15 億円 災害時

特別区債＝小・中学
校の改築や大規模
な施設の建設の際には、一時的
に多額の費用を必要とします。（例：
城南小学校改築 約 57 億円）。区民の皆
様が長期にわたって利用するものです。そ
の費用を将来の区民の皆様（現在の赤ちゃ
んやこれから生まれる方等）にもご負担い
ただくという考えで、長期にわたり資金の
借り入れを行います。これが特別区債。

キーワード

☆それぞれに納税者と
時期が異なるので…

大人

学生

クイズの答え：①こみゅにてぃぷら
ざ八潮 60.11％（区内最高投票率！）
② 山 中 小 56.45 ％
③城南小
51.42％ ④鈴ヶ森中 48.42％ ⑤ ◎『区政報告』をお配りしています。
鈴ヶ森小 44.60％ 区内最低投票率 ◎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。
投票所は、43.32％でした…。

赤ちゃん

・水 ＪＲ大井町駅前
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朝、駅前にいます！月
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

