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◇東品川公園
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SL はどこの国生れ？

東品川公園（東品川 3－14－9）は、運動
公園、交通公園の機能も併せ持つ。SL（西武
鉄道 7 号機関車）が保存されています。1897
（明治 30）年に外国から輸入されたもので
す。さて、どこ
の国からの輸入？
①ドイツ
②イギリス
③フランス
④アメリカ
◎難易度☆☆☆

7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

【税の控除】

◇ふるさと納税制度
【国の考え】
今住んでいる自治体ではなく、
「生まれ育ったふるさとへ貢献
する制度」、また、「自分の意思
で応援したい自治体を選ぶことができる制
度」として平成 20（2008）年に導入。

寄附金のうち、2,000 円を超える部分につ
いて、一定限度額まで、原則として所得税・
個人住民税から全額が控除されます。

【品川区の課題と今後の取り組み】

・28 年度からのﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ特例適用により大
幅にふるさと納税者が増加。23 区の減収
見込みが 4 年間で 321 億円へ。23 区の区
【寄附】
長会では、区民ｻｰﾋﾞｽを死守するため、税源
「納税」という文字がありますが、実際は、
偏在是正措置（ふるさと納税制度等）に対
都道府県、市区町村への「寄附」です。
して断固反対し、見直しを求める。
【品川区の現状】 参考：保育園運営費 約 1.1 憶円/1 園 ・返礼品競争に加担しない。
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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。
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高橋しんじプロフィール
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
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

今週の書架

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)。

ちょっとした話ながわ

☆『品川区あるある』
（東京 23 区あるある研究会
TO ブックス 1000 円）
「区民性」「フード」「土地柄」
「育ち」「交通」「うんちく」「ラ
イフ」について『あるある』（よ
く見かけるもの、よく聞くもの等
を総じて『あるある』と言います）
ネタが満載。「まもるっち」「目黒
のさんま」「龍馬像」「寺が多い」
「駅・電車」ネタなどなど。過去
に『品川区イズ』で出題したもの
も掲載されていました♬～

≪しながわ水族館､ペンギン誕生≫

≪病児保育施設 開設≫

働く保護者の子育てと就労支援のため、病児保
育施設を開設。
・おおしまこどもｸﾘﾆｯｸ（南大井 3－16－1）内
定員：8 名
開設予定：平成 31 年 1 月
区の補助額：1750 万円
◇保育園や幼稚園に通園中の乳
幼児が病気で集団保育が出来
ない間、医療機関に併設した
専用ｽﾍﾟｰｽに預けることが出来
る。区内では武蔵小山地区に
続き 2 カ所目。 参考：7/1 文教委員会資料

ズ

5/9、ﾏｾﾞﾗﾝﾍﾟﾝｷﾞﾝが
11 年ぶりに誕生。現
在赤ちゃんを含め 15
羽が飼育されている。
他の 14 羽には、愛称
はない。個体管理用に
付けたﾀｸﾞの色で呼んで
いる。赤ちゃんは、オスの「黄青栗（きあおく
り）」、メスの「青白」のカップルから誕生し、
現在体重は 2.9 ㎏（6/19 測定）。
「元気にﾋﾟｰﾋﾟｰ
とよく鳴いて自己ｱﾋﾟｰﾙしていま
す」（飼育担当）という。
愛称の募集は 7/16 まで。展示
ｴﾘｱ「ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾗﾝﾄﾞ」で受け付け
ている。 参考：水族館ＨＰ他

◇ふるさと納税 返礼にﾏﾗｿﾝ出場権

◇北区職員 生活保護費 4300 万円着服
北区によると、健康福祉部の 40 代男性職員
は死亡していた 7 人の数年分の生活保護費約 3
千万円を横領（懲戒免職処分）。60 代男性元職
員は知人名義を使い、数年間にわたり約 1300
万円を横領。この職員は退職しているため、退
職金の返還を求める（懲戒免職相当）。いずれも
今年 3 月、2 人の机上の書類を整理していて発
覚した。横領の理由については、調査中として
いる。区は、40 代職員を王子署に告訴、60 代
元職員も告訴する予定という。合わせて管理職
10 人を減給などの処分とした。6/26 産経新聞
☆事務作業を複数で行ったり、ﾁｪｯｸする仕組みが
なかった事が大きな問題です。

世田谷区は、ふるさと納税による税収減を少
しでも取り戻そうと、人気のﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ出場権を返
礼品に加えた。新たな返礼品は、11 月に開催さ
れ、国道 246 号等を走る「世田谷ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ」出
場権。毎年、定員の 4 倍程度の応募があるとい
う。今年は、定員を 1600 から 200 人増やし、
増員分について、5 万円以上を寄付した人に出
場権を贈る。寄付金は、ｽﾎﾟｰﾂ
の普及、施設整備に充てる。
応募は、7/15 まで。
同区では、ふるさと納税に
よる、今年度の他自体へ税の
流出額が約 41 億円と予想して
いる。 参考：7/4 読売新聞他

クイズの答え:④アメリカ 明治時代
の日本の蒸気機関車は、ほぼ外国製。最
初は英国から、のちに米国・ドイツから
も輸入された。この機関車は、関西の鉄 ◎『区政報告』をお配りしています。
道会社阪鶴鉄道が輸入し、播州鉄道に譲 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
渡、のちに西武鉄道に移籍し、65 年に ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
廃車。69 年にこの公園に保存された。

・水 ＪＲ大井町駅前
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

