
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高 事 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。 
 

 

☆☆ 品川区イズ 563☆☆ 
◇2017 年 衆議院選挙 年代別棄権理由 

  18歳が投票できた最初の衆院選。表は、各
年代の棄権理由のうち、この理由が何%あっ
たかを示しています。空欄に当てはまるもの
を選んで下さい。①５％②10%③15%④20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※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 

 

 
 

 

No.563 

 
 

2020 年 10、11 月 

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！ 
 

A：平成 31 年 1 月に東京都の福祉局から
「もし、民間事業者に低廉な価格で貸し
付けをして福祉施設の整備を進めると
いう事業をした場合、地元自治体として
どのような考えがあるか」という意向調
査があった。区として、「高齢者施設等
を中心とした福祉施設整備について前
向きな考えを持っている」と翌月回答し
た。区として、前に進むように都と協議
を進めたい。☆積極的な関与を！ 

 

Q：《都営住宅跡地に高齢者施設を》 

東大井 3丁目の元芝都営住宅跡地（注：現在

空き地）に高齢者施設という話の進捗状況は 

 しがらみのない無所属 

前号に引き続き、今号は、決算特別委員会

（令和元年度歳入・歳出）の審議のうち、歳
出：民生費・衛生費・産業経済費の一部をご

報告します。Ｑ：他議員の質問 Ａ：区の答弁  
◎令和元年度決算額 ☆私のコメント  

・歳出 区民１人当たり 約 45 万円 
1,790億 4,434万 5,003円 

 

 

子育て、障害者 
・高齢者福祉等 

 ⇒848.4億円 
☆歳出全体の 47.4％を占めます!  
最大の支出分野です。前年比 9.9%増 

 

A：①11 月に親子が集まる場所づくりに興
味ある方を公募した。児童ｾﾝﾀｰの職員と
の意見交換の場を始めにして、進めたい。
②両地区は空白状況が続いている。一定
の制約がある中で、適地が見つからない。
引き続き検討していく。 

注  ｵｱｼｽﾙｰﾑ＝主に在宅子育ての保護者
の方が用件（買い物・通院・ﾘﾌﾚｯｼｭ等）
をすませる間、一時的にお子さんをお
預かりする事業。区内 12ヶ所。勝島・
東大井・南大井・南品川地区等には、
ありません。☆早急な対応を求めます！ 

 
 

Q：《在宅子育て支援・ｵｱｼｽﾙｰﾑ設置》 

①区内の子育て支援活動団体と情報共有の
場をつくるというが。②勝島は若い世代が多

い。八潮は様々な形態の住宅があり、悩みを

抱えている方が多い。ｵｱｼｽﾙｰﾑの設置を。 

Q：《いきいきカラオケ広場》 
ｺﾛﾅ禍の中で実施しているのか。 
また、高齢者に必要な事業か。 

A：高齢者が民間施設を割引料金で利用で
きる事業。感染を懸念してか、現在、利
用実績がない。ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ等でもｶﾗｵｹは、
大人気。 

 高橋しんじプロフィール 
Ｚ 

理由 18-20

歳代 

30-40

歳代 

50-60

歳代 

70歳

以上 
自分のように政
治のことがわか
らない者は投票
しない方がいい
と思ったから 

( ) 8.3% 5.2% 5.8% 

 

◎難易度☆☆☆ 

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)。 

 
 
 
 
 

A：10/5 時点で利用者・入所者の感染は、
15名。療養場所は全員、医療機関。退院・
退所 9 名、療養中 4 名、亡くなった方 2
名（1名はｺﾛﾅとの関係不明）。職員の感染
は、19 名。退院・退所 3 名、勤務再開 9
名、療養中 3名、不明 4名。重症者は無し。 

 
A:陽性者数は、昨日（10/8）現在で 1,062
名（注：10/25現在 1,165名）。陽性率は、
10 月に入り再び上昇（2~３％）。陽性者
の現在の状況は、高齢者が多いことと若い
方も含めて、入院が必要な方が多い。今後
感染者が増えるのではないかと心配して
いる。10/7 は、東京都の感染者数の 1 割
が品川区からの報告で驚いている。入院者
数は7月下旬から増加。一番多かったのは、
8/9 で 68 名。入院が必要な患者が増えて
10/8は 51名（注：10/25現在 43名） 
 

 

A: 来年度は非常に歳入（＝税収）が厳しい
中、福祉面の予算をどう編成するかは、非
常に難しい。光熱費等の固定的な経費を削
減し、政策予算で要求していく。既存事業
を見直して、必要な部分に予算をつけると
いう原則的な考えになる。予算編成過程
（予算額、査定額）を公表していく。 

注 マイナスシーリング＝予算編成は、区の各
部局がそれぞれ必要な経費を財政部局
に要求します。その際、次年度予算につ
いての要求を，前年度予算額に比べて減
額して行うことを言います。区では、副
区長から令和 3 年度予算の要求を 10%
減らすように指示が出ています（10%の
マイナスシーリングといいます）。 

☆福祉ｻｰﾋﾞｽの現状維持を前提で編成を。 
 

区HPより 
 

Q：《高齢者施設でのｺﾛﾅ感染》 
区の高齢者施設の利用者と職員の検

査陽性者数と重症者数などは。 

Q：《来年度予算》 
福祉ｻｰﾋﾞｽの低下を招かず、経費を 

見直して、削るという。来年度予算は 
（１０％の）マイナスシーリングをどう組 

み立てて、議会や区民に説明するのか。 

Q：《ｺﾛﾅ感染症の流行の現状》 

陽性者数の推移などは。 注：10/9の質疑応答 

A:郵送での検査等について、実は非常 
に問題である。郵送なので、本当にその人の
検体かわからない。23 区の課長会としても
非常に大きな問題として、何とかすべきと 
思っている。☆区として注意喚起・啓発を！ 
 

クイズの答え: ④20%。50歳代以上で
は、約 5％。18~20 歳代の棄権した人
の5人に1人が「よくわからないから」。
また、「政党や候補者の人物像等の違い
がわからなかったから」も 20%。【情
報がないから選べない⇒投票できない】
この世代に対して、行政・ﾒﾃﾞｨｱ・候補
者が協力して解決策を講じるべきです。
参考：明るい選挙推進協会 HP 
 

健診・健康等⇒113.8億円 
商工業振興等⇒ 26.2億円 

 

ちょっとした話ながわ 

◇品川区代表 立会キングス優勝！  

第 39回東都少年軟式野球大会（中学生） 
9/5、東京都の中学軟 
式野球ﾁｰﾑが覇を競う 
大会（49 ﾁｰﾑ参加） 
で立会ｷﾝｸﾞｽが延長ﾀｲ 
ﾌﾞﾚｰｸを制して初優勝 
した。ｴｰｽの西村柚哉 
君は 14 奪三振完投！ 
 チーム史上初の決勝進出で、見事に頂点まで上
りつめた。「本当にやってくれましたよ」と和田
広以知監督は目を細めた。参考：9/22東京新聞 

▽決勝            （８回ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ） 
立会ｷﾝｸﾞｽ（品川区） １０１００００２  ４ 
東京ｳｲﾝｸﾞ（大田区） ００１０００１０  ２ 

区立浜川中学校生徒中心です 

Q：《質の担保なき PCR検査について》 

「PCR ﾋﾞｼﾞﾈｽ」ともいうべき、医療からかけ離れ
たところで検査を呼びかける営業活動が行われ

ている。質が担保されない、いい加減な検査は疑
問。診断・検査体制を脅かしかねない 

このような現状に関する区の見解は。 


