☆☆ 品川区イズ 513 ☆☆
◇参議院議員選挙で投票できるのは?

No.

513

2019 年

６、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

7/21 に参議院議員選挙（改選数 124）が
予定されています。品川区大井に住んでい
る人が投票できるものは、次のどれでしょ
うか。複数あります。
①選挙区選挙（東京選挙区。定数６）
②比例代表選挙（全国を１エリア。定数 50）
③小選挙区選挙（東京第 3 区＝品川区の一
部、大田区の一部、島しょ。定数１）
④比例代表選挙（全国 11 エリア
のうち東京都ﾌﾞﾛｯｸ。定数 17）
◎難易度☆☆☆☆

◇区役所の建物（庁舎）建て替え
Ｑ：23 区の区役所の建物が老朽化して、建て直
したり、検討している区があります。品川区は
どうする予定でしょうか。
（区民の方より）

中央公園

区役所
④
①

A：6/11 の区議会行財政改革特別委員会で区
から、
「庁舎のありかた」に関して報告があ
りました。その概要をご報告します。

１．経過 2018 年度の区議会行財政改革特
別委員会で庁舎のあり方について議論が
あった。新庁舎についても立地を含めた
整備検討の必要性が提示された。
２．建物概要 番号は右図参照
▽本庁舎①・議会棟②・第三庁舎③
1968 年竣工（しゅんこう＝工事終了）。
築 50 年。
▽第二庁舎④
1994 年竣工。築 24 年。
３．今年度の取り組み
①庁舎の建て替えについて検討する。
現状認識、必要性、場所、手法等
②現庁舎の課題整理
庁内検討会（区の全体的な組織）等
の整備・検討
③区分所有者（国・都）との連絡・調整
④他自治体の事例研究

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。

左：①本庁舎、右：②議会棟

②
③

ｽﾎﾟﾙ大井町
JR 大井町駅
イトーヨーカドー

☆庁舎建て替えに関しては、
①そもそも建て替えは必要なのか。
②立地について－隣接のｽﾎﾟﾙ大井町（JR 所
有。2021 年まで運営予定）との関係も含めて
③建て替えのスキーム（体系的な計画）について
など、大井町のまちづくりとの関連を含め、他自
治体の例も視察し、研究していきます。
【参考】
・渋谷区（2018 建て替え工事終了⇒）
・豊島区（2020 建て替え工事終了予定）
・建て替え計画中（検討中も含む）
北区、中野区、中央区、世田谷区、
葛飾区など

高橋しんじプロフィール
平成３１年 4 月 6,205．403 票（１位）の
ご支持を頂き、現在４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）。平成 27 年
5551 票（58 票差で 2 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
◇事故防止装置、1 割負担で
発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６４

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)。

人口は約 397,000 人

総務委員会
◇2019 年 4 月 21 日

東京都は、高齢者の運転による交通事故の多発
が社会問題化する中、「事故防止に効果がある装
置を車に取り付ける場合の費用を高齢者の自己
負担 1 割に抑える補助制度を創設する」考えを示
した。ﾌﾞﾚｰｷとｱｸｾﾙの踏み間違えによる事故を防
ぐ装置で、手厚い補助により早期に普及させるこ
とが狙い。財源は、今年度の
予備費を活用する考えで「準備
が整い次第、速やかに開始する」
とした。参考：都政新報 6/14

【期日前投票】
投票者の 29.6％
年々、増えています。

区議会議員選挙 結果

男

女

全体

当日有権者数

156,738 人

165,641 人

322,379 人

当日投票者数

44,578 人

44,976 人

89,554 人

期日前投票者数

16,290 人

21,622 人

37,912 人

不在者投票者数

230 人

357 人

587 人

投票者総数

61,098 人

66,955 人 128,053 人

最終投票率

38.98%

40.42%

39.72%

（前回投票率）

39.36%

40.75%

40.08%

区議選 年代別投票率 （全体：39.7％）
20 歳代 20.5%！
33.9%

30.4%

38.3%

44.2%

53.1% 52.8%

20.5%

10 歳代

注

30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代

投票所は 14 ヶ所。
このうちｱﾄﾚ大井町の投票
所 は 7,884 人 で す （ 約
20％）。参院選でも設置予
定です。
投票率は 39.7％
7/21 には参議院選挙が予
定されています。
☆投票へ行きましょう！

◎有権者の 60％が棄権
投票率向上のために、選挙管理委員
会、明るい選挙推進協議会などが地道
に啓発に努めていますが、なかなか投
票率のアップにつながりません。
区議会としても区議会への理解を
広めるために啓発活動を進めていく
ことが求められています。
◎20 歳代、投票率 20.5％
5 人に 1 人しか投票せず。若者への
啓発も急務です。
小中学校や高校
での主権者教育
が重要です。

区議会 総務委員会:以下について調査します。
①企画・広報、行財政
②人事・事務管理、財産の維持管理
③会計管理室、選挙管理委員会、監査委員の事務
④課税および納税について、他
クイズの答え: ①選挙区選挙（東京選挙
区。定数６）、候補者名を記入。②比例
代表選挙（全国を１ｴﾘｱ（ﾌﾞﾛｯｸといい
ます）とする。定数 50）。政党名か
候補者名を記入する。各政党の得票数を
集計して、その得票数に応じた議席を各
政党に割り当てる。この①②の投票が出 ◎『区政報告』をお配りしています。
来ます。③④は、衆議院議員選挙で投票 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
できる選挙です。衆参ダブル選挙だと① ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
～④の投票をします。☆ぜひ、投票へ！

・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

