☆☆ 品川区イズ 534☆☆
◇日本初の暦 作成者は？◇

No.

534

2020 年 １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

日本初の暦の作成者は、北品川 3 丁目の東
海寺に眠っている江戸時代の天文学者（↓）
です。4 人のうち誰でしょうか。
①沢庵宗彭（たくあんそうほう）
②賀茂真淵（かものまぶち）
③服部南郭（はっとりなんかく）
④渋川春海（しぶかわはるみ）
◎難易度☆☆☆☆
※4 人とも高校の日本史の
教科書に登場します♪～

総務委員会
【ふるさと納税について】
《品川区の現状》
年度
27 年度
他自治体へ
1 億 1 千万円
の流出額
件数
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品川区への
30 万 3 千円
ふるさと納
税寄附額
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6件

多額の流出です！
28 年度
6 億 3 千万円

29 年度
11 億 9 千万円

11,000
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20,300
116 万円

27,000
971 万円

36,000
集計中

23 件

31 件

254 件
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＜品川区民の寄附先＞平成 30 年度
寄附額の多い順（ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ特例適用者）
・静岡県小山町
9,600 万円
・大阪府泉佐野市 9,000 万円
・佐賀県みやき町 5,000 万円
宮崎県都農町、和歌山県高野町、宮崎県都城
市、大阪府熊取町、北海道根室市など
＜品川区への寄付者の住所地＞
寄附額多い順
・品川区 253 万円、横浜市 33 万円、川崎市・
名古屋市 18 万円
☆品川区では、他自治体への住民税の流出が多
額であるため、ふるさと納税による区への寄
付を増やすよう取り組んでいますが、苦戦し
ています。

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。

30 年度
元年度（見込）
16 億５千万円
23 億円

ふるさと納税＝生まれ故郷や応
援したい自治体に寄附ができる
制度。手続きをすると、寄附額のうち 2,000 円
を超える部分については所得税の還付、住民税
の控除が受けられます。 寄附金の使い道を指定
でき、地域の名産品などの返礼品が入手できる
仕組み。メリットがある反面、返礼品競争の過
熱や他自治体へ寄付金（税金）の流出等の課題
があります。

キーワード

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
◇東京 2020 ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
聖火ランナー募集！◇
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)。

文教委員会：私が所属

『広報しながわ 1/11 号』に
掲載されています。
募集期間：2/15 まで
問合せ：東京都聖火ランナー
選考事務局 6277-2459
または、品川区ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗ
ﾘﾝﾋﾟｯｸ準備課
5742-9109

品川区立学校教育職員＝区立小
学校・中学校の学校の教員は、
基本的に東京都所属の教員（職員）です。つま
り、品川区の小中学校で勤務している教員（管
理職も）は、東京都の公務員です（東京都が試
験をします。給与は 2/3 都が負担。1/3 を国が
負担）。当然、都内の他市・他区に異動（＝転勤）
することがあります。品川区では、品川区に愛
着を持ち、高い使命感と意欲のある教員がずっ
と品川区立学校で勤務できるように独自に教員
を採用しています。通常、
「区固有教員」と呼ば
れます。現在、27 名。義務教育学
校（＝小中一貫校）を中心に品川
区立学校で勤務しています。
◎予算額：2 億 8,877 万円
（区の負担です）

キーワード

【品川区立学校教育職員（学校の先生）選考】

〇第一次選考（元年 7/28）
申込者総数 61 名(一般 35 名、経験 26 名)
受験者
40 名（辞退者 21 名）
合格者
23 名
〇第二次選考（8/31）
対象者
23 名
受験者
22 名（辞退者 1 名）
合格者
9名
〇採用候補者面接（9/21）
対象者
9名
辞退者
0名
受験者
9名
内定
3 名（一般２名、経験 1 名）
※3 名のうち 1 名は辞退（他自治体に合格）

ちょっとした話ながわ

≪肺がん検診で診断ミス 品川区の医療機関≫

≪浜川中学校改築 基本設計事業者募集≫

品川区は、1/8、同区大崎の「Think Park 消
化器クリニック」で 2013 年 10 月～昨年 8 月に
実施された肺がん検診で「異常なし」と診断され
た 16 人が、実際は肺がんなどの疑いがある「要
精密検査」だったと発表した。ミスは同クリニッ
クが区の委託仕様書と異なる方法で検診したた
めに起きたといい、区は調査委員会を設置し、原
因解明と再発防止に乗り出す。16 人のうち肺が
んの疑いがあるのは 7 人。他の 7 人には肺がん以
外の疾患の疑いがあり、うち 1 人は既に死亡して
いるが、区では「死因は不明で因果関係はわから
ない」としている。残りの 2 人は、肺がんではな
いことが判明している。
参考：1/9 読売新聞

教育委員会は、1/14 に「品川区立浜川中学校
（東大井 3 丁目）校舎改築基本設計等作成委託」
をする事業者を HP で募集しました。
浜川中学校は、今年度に「敷地の測量」や「施
設計画の検討」を事業者に委託していました。今
後、具体的にどのように改築を進め
ていくのか（いかないのか）、詳細
がわかり次第、ご報告します。
◎予算額：敷地測量委託 540 万円
施設計画検討委託 200 万円
クイズの答え：④渋川春海（はるみ）。
春海は、貞享（じょうきょう）元年
（1684 年）にそれまで使われていた
中国製の暦（宣明暦せんみょうれき）
に代わる日本独自の貞享暦を完成さ
せた。その功績で江戸幕府初の天文方 ◎『区政報告』をお配りしています。
に登用。①東海寺を江戸期に開山した ◎議会等の事情で変更する場合があります。
僧侶②江戸時代の国学者③江戸時代 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
の儒学者。4 人の墓が東海寺にある。

・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

