☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇東京箱根間往復駅伝競走 激戦！
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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

平成最後の年、2019（平
成 31）年の幕が開きました。
昨年も多くの方々に励まして
いただきました。朝の駅頭で、
ま た は、 街 で「 頑張っ て 下 さ
い！」
「『しんじ新聞』、読んでる
よ！」と温かいお声をかけて頂きました。
「〇〇についてどう考えてますか？」とい
う厳しいご意見をいただくこともありまし
た。本当に有難うございました！！
区政の課題は、引き続き、防災、待機児童
対策をはじめとする子育て支援、高齢者福祉、
商店街・中小企業支援など山積です。来年開
催の東京五輪への準備も本格化します。
今後、福祉施策、公共施設の改修などに関
して、多額の支出も想定されています。一方
で国の税制改革などによる区の収入の大幅な
減少が予想されます。施策実現のために、行
革を進め、区の将来を見すえた安定した財政
確立が必要です。
議員としての任期も今年 4 月までとなりま
した（12 年目。3 期目の最後の年）。初当選
時からのﾓｯﾄｰである「常に現場を重視し、現
場で皆様のお声を聞き、現場の状況を自分の
目で見て、区政に反映させていく」
を忘れずに取り組んで参ります。

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
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。

お正月の風物詩の箱根駅伝は、品川区内も
ｺｰｽの一部です。国道 15 号線（南大井～北品
川）です。主催者（関東学生陸上競技連盟）
の援助金に関することで
1/3 八ツ山橋付近
次のうち正しいものは？
①出場校に 50 万円支給
②出場校に 100 万円支給
③出場校に 200 万円支給
④援助金は支給されない
◎難易度 ☆☆☆

ちょっとした話ながわ
≪区民の税負担の状況≫
平成 29 年度の財政状況が発表されました。
(平成 29 年度決算 広報しながわ 12/21 号)
◇特別区税＝区民の皆さんが品川区に納める税金
平成 29 年度の決算額
⇒451 億 8,650 万円
これは、歳入（区の収入）全体の 25.8％です
☆区民１人あたりの負担額 114,905 円
（赤ちゃんも含めます）
つまり１年間に 114,905 円納めて頂いています
☆１世帯あたりの負担額は、205,466 円
◎区民の皆様の貴重な税金です。徹底
した行財政改革を進めてまいります。
◇◆今年は、統一地方選挙の年◆◇
☆4 年に一度、都道府県や市区町村の首長や
地方議員の選挙が全国的に統一して実施
されます（統一地方選挙といいます）。
日程は、4 月 7 日、21 日。23 区では、
4 月 21 日に区長選（11 区）、区議会
議員選挙（21 区）が実施されます。

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

ズ
◇セブンイレブン 灰皿撤去へ◇
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)。
◇元日の各紙社説の見出し◇

▽朝日新聞

ｺﾝﾋﾞﾆ最大手のセブン―イレブンジャ
パンが都内の店から灰皿の撤去に向け
て動き始めた。11 月時点で店頭に灰皿
を置く約 1000 店の経営者に灰皿の撤去を依頼し
た。直営店は以前から灰皿を撤去していたが、ﾌﾗﾝ
ﾁｬｲｽﾞ店はこれまで経営者の判断に委ねてきた。
ファミリーマートは条例で路上喫煙を禁じる地
域の店には原則、灰皿を置いていない。灰皿のない
店は、都内店の約 6 割強。ローソンは条例による定
めのない地域でも「撤去するか、店頭から遠ざける」
という内規を設けている。都内店の 8 割で灰皿を置
いていない。
参考：30/12/30 朝日新聞

◇本当は学校嫌 中学生 1 割◇

「政治改革 30 年の先に
権力のありかを問い直す」

日本財団は（平成 30 年）12/12、中学生の 10
人に 1 人が通学はしているが学校に通いたくない
と考えている「不登校傾向」にあるとの調査結果を
発表した（HP で公開）。文科省が発表している実際
の不登校者数の 3 倍にあたる。調査は、10 月に中
学生約 6,500 人を対象にｲﾝﾀｰﾈｯﾄで実施。全国の中
学生から推計すると約 33 万人。行き
たくない理由は家庭や友人関係より体
調面や学業的理由が目立った。
参考：30/12/13 東京新聞

▽毎日新聞

「ＡⅠと民主主義
メカニズムの違いを知る」

▽読売新聞

「米中対立の試練に立ち向かえ
新時代に適した財政・社会保障に」

▽産経新聞

「さらば、「敗北」の時代よ」

▽東京新聞

「分断の時代を超えて」

▽日本経済新聞

「不確実性にたじろがず改革進めよ」
〇

平成最後の年の元旦の社説。米中関係
の緊張から、日本の役割の重要性を説く
社説が多かったです。国内に関しては、
平成を「停滞・不安定の 30 年」ととらえ、
国民の後ろ向きの気持ちをどう前向きに
するか、政治は重要な役割を求められて
います。医療・介護・年金などへの不安
をどう払しょくするか、問われています。
2019 年は、天皇退位・改元、統一地方
選挙・参議院議員選挙、消費増税（10％）
等が目白押しです。それぞれ、社会・生
活に大きな影響があります。
「主権者たる
国民が厳しい視線を」とい
う言葉もありました。
☆今年も希望ある社会づくり
を品川区政においても目指
します。
クイズの答え：③200 万円。以前、
東海大学の両角監督のあ
るｲﾝﾀﾋﾞｭｰの中でｺﾒﾝﾄされ
ています。「選手の自己負
担を減らすために見直し
（増額）を」という提言が
なされています。

◇◆ご存知ですか？◆◇
☆選挙区内（品川区）の方に年賀状（暑中見舞い
等も）などの挨拶状等を出すことは、一部の形
式を除き、公職選挙法上禁止です。
・そのため品川区内の方々には大変失礼をしてお
ります。ご無礼をお許し下さい。

◇２/２（土）・３（日）10～17 時

「伝統の技と味 /しながわ」展
・品川区立総合区民会館「きゅりあん」７階
☆品川区伝統工芸保存会
による実演・展示、味の
店による実演・試食・販
売など。毎年恒例です♪
体験ｺｰﾅｰもたくさん！
外国の方の参加も増加。
入場無料
◎予算額 640 万円
会場の様子
・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！月
火 京急青物横丁駅前

◎『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。

木 ＪＲ大森駅前
金 京急立会川駅前
☆ 各 7:00-9:30 頃

