
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高 事 

 

☆☆ 品川区イズ 525☆☆ 
◇清泉女子大本館、国の重要文化財に 

  旧島津公爵邸は 1916（大正５）年に落成
し、島津家の邸宅として使用された。のち、
変遷し、1962（昭和 37）年清泉女子大学（東
五反田３丁目）の校舎となり、現在も本館と
して使われています。さて、この設計者は？ 
①ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･S･ﾓｰｽ（米） 参考:清泉女子大 HP他 
②ｳｲﾘｱﾑ・ｽﾐｽ・ｸﾗｰｸ（米） 
③ｼﾞｮｻｲｱ・ｺﾝﾄﾞﾙ（英） 
④ﾗﾌｶﾃﾞｨｵ・ﾊｰﾝ（英） 
注 すべて明治時代のお雇 
い外国人です 

◎難易度☆☆☆ ※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 
 無所属 
高橋 しんじ 
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2019 年 10 月 

務所 橋しんじ 

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。 
 

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！ 
 

高橋しんじプロフィール 
Ｚ 

※品川区の  
１年の収入です 

 

A：①ﾏﾗｿﾝを創設するというのは、ﾊｰﾄﾞﾙ
が高い。様々な形で研究したい。②地方消費
税交付金（30 年度約 90 億 5 千万円）が増
える。また、（区民が負担する）手数料・使
用料の改定があれば反映される。③約 1 億
1,000万円。充当は、防災備蓄関係、ｽﾀﾝﾄﾞ
ﾊﾟｲﾌﾟ（町会へ）配備、区民消火隊への装備。 
注：特別区民税には、「所得割額」（所得の
10％＝特別区民税 6%、都民税 4%の合計）
と「均等割額」がある。この「均等割」は、
特別区民税 3,500 円、都民税 1,500 円の合
計 5,000 円。※ 平成 26年度～ 
令和 5年度までは、合計 4,000円 
の均等割に復興税の 500 円が 

特別区民税・都民税にそれ 
ぞれ上乗せされています。 

 
 

決算特別委員会とは、前年度（30年度）の予
算が適正に使われたか、決算案を区が議会に提
出し、審議する場です。10/2から連日約７時間
の質疑を行い、10/16 に議会が可決（認定）し
ました。30年度の歳入・歳出に関連して令和元
年度施策の状況や今後の施策の展望等も質疑し
ました。区に対する議会のチェック機能を発揮
する大切な機会です。3４人の議員が一人原則
10分の質問をします。その質疑の一部を４回で
ご報告します。※私の質問は、まとめて 528号

に掲載します。Ｑ:他議員の質問 Ａ:区の答弁   
◎平成 30 年度決算額 ☆私のコメント  

 

☆過去最高額。一般会計規模は 23 区の中位です。 
・歳入 1年間の収入の決算額 ※区民約 40万人 
 ☆区民１人当たり  約 43 万円 

1,720 億 6,842 万 4,182 円 
（29 年度約 1685 億 5 千万円） 

・歳出 1年間の支出の決算額 
 ☆区民１人当たり 約 42 万円 

区は、区民 1人（赤ちゃんも含め）に対して
年約 42万円分のサービスを行っています。 

1,668 億 8,043 万 5,850 円 
（29 年度約 1623 億 4 千万円） 

 

Q：《ふるさと納税の課題》 
①ふるさと納税による区民税の他自治 
体への流出額は、１６億 5,000 万円。 
他自治体から品川区への寄附（納税）は 
971 万円しかない。寄附した方が品川ﾏﾗｿﾝ
に出場できるなど、増収の工夫を。②消費税
ｱｯﾌﾟ（10％）と区の歳入の関係は。③復興特
別区民税はいくらで、何に使っているか。 
 

 しがらみのない無所属 

1916年の様子 
ｲﾀﾘｱ・ﾙﾈｻﾝｽ様式 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BBS%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%B3%89%E5%85%AB%E9%9B%B2
mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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』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！ 

 

 
 

 
 

発行者：高橋慎司 Tel０３‐５７４２－６８６４ 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 

☆ご希望の方に『区政報告』（「しんじ新

聞」）を郵送でお届けいたします(送料

は当方で負担します)。 
 
 
 
 
 

 ちょっとした話ながわ 
 ◇清泉女子大（旧島津家本邸）、国の重文へ 
 しながわ百景のひとつコンドル設計の清泉女
子大学本館および事務棟（東五反田 3 丁目）を「旧
島津家本邸」として重要文化財に指定すること
を、国の文化審議会が 10/18、文部科学大臣に答
申しました。品川区 
内の建物が国の重要 
文化財となるのは、 
今回が初めて。 
見学もできます。 

参考：区 HP 
 

A:ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの観点からも効
果的。様々な課題もあるが、
具体的なｺｰｽの調査研究等か
ら始める、ｽﾎﾟｰﾂ推進計画の中
でも視野に入れる☆実現を！ 

 

A:やっていない。 個人情報等、重要な 
ので 1時間に 1回程、庁内巡視を委託の警
備が実施。不審な動きをする方がいればそ
れでわかる。盗聴は、機器も高機能化、安
価なので、何かしら対策みたいなことをし
っかりと検討する。 

☆多くの個人情報が集まる区役所ですので、警
備・管理体制の徹底を求めます。 
 

A:喫煙所からの煙や臭いで困っている 
というご意見の多い場所。
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ等で分煙化施設
設置の予定だったが、交通
安全上の問題等の理由で
関係機関の許可が下りず、
設置できなかった。現在も 

継続して協議中で計画を修正している。 
☆早急な対応（移動・施設設置等）を求めます 

 

A:都が暑さ対策だけでなく、休憩所 
の設置、ｻｲﾝ（＝案内）、路上美化、 
警備誘導、Wi-Fi整備、ごみ対策を 
計画中。区は都を補完する形で対策を協議
している。 
☆五輪開催中は、競技場近隣の地域ｲﾍﾞﾝﾄ
（大井第一地区等）の日程調整も必要です 

◎ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催周知事業 
1 億 6,387 万円 

 

247億 7610万円 歳出の 14.8％ 

※総務費＝徴税・庁舎管理・防災 

等、多岐にわたる支出分野です。 
 

区 HP より 
 

Q：《町なかを走る品川ﾏﾗｿﾝの開催を》 
旧東海道では、近隣小学校 6 校による大会も開
催されている。旧東海道等の歴史的な場所で品
川ﾏﾗｿﾝ開催を要望する。 
 

Q：《喫煙所の移設》 
歩行喫煙防止推進経費。大井町の城南信用
金庫前、大崎駅東口喫煙所の整備予算が計
上されていたが決算で計上されていないが。 

Q：《大井ﾎｯｹｰ競技場までの猛暑対策》 
東京五輪のﾎｯｹｰ競技場から最寄り駅の大
井競馬場・立会川駅までの暑さ対策など、
組織委員会や都の検討状況は？ 

Q：《区役所で盗聴・盗撮の調査を》 
区役所内には、個人情報が集まって 
いる。調査しているか。実施を。 

Q：《長期基本計画策定の委託料》 
1500万円の内訳と外部ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ会社は？ 

A:ｺﾝｻﾙ経費（三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式
会社）1400万円、委員会への謝礼約 110
万円等。☆『品川区長期基本計画素案（案）』
は、現在、区 HPで公開されています。 
 クイズの答え: ③ｼﾞｮｻｲｱ・ｺﾝﾄﾞﾙ（英） 

建築家。鹿鳴館（ろくめいかん）、 
ニコライ堂の設計も。①ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ・Ｓ・
ﾓｰｽ（米）生物学者。 大森貝塚の発見。
②ｳｲﾘｱﾑ・ｽﾐｽ・ｸﾗｰｸ（米）札幌農学校（現・
北海道大学）初代教頭（「少年よ大志を
抱け」）④ﾗﾌｶﾃﾞｨｵ・ﾊｰﾝ（英）日本名＝
小泉八雲。小説家。代表作『怪談』 
 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E9%B3%B4%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E8%B2%9D%E5%A1%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E8%BE%B2%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%B3%89%E5%85%AB%E9%9B%B2

