
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京都品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011 
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 
E-mail takahashi-shinji@spa.nifty.com 
URL http://www.takahashi-shinji.net/ 
☆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。 

高 事 橋しんじ 務所 

2010201020102010 年年年年 3333 月月月月    

 
 

No.128    

    
品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    
    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
   中学生「東京駅伝」開催！ 
 都会っ子の体力向上を目指し、中学２年
生による「東京駅伝」が 3/21、中央区晴海
で都内自治体対抗の形で開催されました。
さて、品川区の男子、女子は、それぞれ何位
だったでしょうか。選んで下さい。参加は、
23 区・市等で男子 50 ﾁｰﾑ、女子 51 ﾁｰﾑでし
た。優勝は、男子、女子とも町田市でした。 
主催は、東京都教育委員会。 
(1)男子 ①９位②19 位 

③29 位④39 位 
(2)女子 ①10 位②20 位 

③30 位④40 位 
（東京新聞 2010/3/22） 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、
早稲田実業高、早稲田大学（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。東京大学研究員、塾などを経て、
教師（早稲田実業高、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４月 無所属・新人として 
2541 票の支持をいただき初当選！ 

 しがらみのない無所属 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        

3/5 から平成 22 年度予算案を予算委員会で
審議しています。審議の一部をご報告いたしま
す。127 号では歳入、歳出の総務費でした。 

予算規模は、1391 億 7446 万円（23 区中 10
位）です。民生費民生費民生費民生費はははは、、、、そのそのそのその 40.540.540.540.5％％％％をををを占占占占めますめますめますめます。。。。 

私の質問は、130 号から掲載の予定です。  
ＱＱＱＱ：：：：他議員他議員他議員他議員のののの質問質問質問質問        ＡＡＡＡ：：：：区側区側区側区側のののの答弁答弁答弁答弁    
☆☆☆☆：：：：私私私私のののの考考考考ええええ                        ◎◎◎◎：：：：予算額予算額予算額予算額    

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待へのへのへのへの対処対処対処対処はははは？？？？    
子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター                    ◎◎◎◎4194419441944194 万円万円万円万円 

Ａ：子育て支援ｾﾝﾀｰ（5749-1032）に情報が入っ
た場合 48 時間以内に職員が目視で確認。学
校とも連携。☆この施設の役割は重要です。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：子育子育子育子育てててて全般全般全般全般についてについてについてについて。。。。子育子育子育子育てのてのてのての責任者責任者責任者責任者はははは親親親親
であるとであるとであるとであると思思思思うがうがうがうが。。。。    

Ａ：基本的に家庭にあるというのは同感である。 
Ｑ：『Ｑ：『Ｑ：『Ｑ：『しながわしながわしながわしながわ子育子育子育子育ててててメッセメッセメッセメッセ 2010201020102010』』』』はははは、、、、21212121 年度年度年度年度

はははは協働事業協働事業協働事業協働事業だったがだったがだったがだったが、、、、22222222 年度年度年度年度はははは、、、、区区区区のののの事業事業事業事業
になったになったになったになった。。。。住民住民住民住民のののの自主的自主的自主的自主的なななな事業事業事業事業ででででははははなくななくななくななくな
るのではるのではるのではるのでは？？？？    

Ａ：今後もこれらの団体とともに地域の子育て
を支えるものとしてす 
すめていく。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費（（（（予算額予算額予算額予算額 98989898 億億億億 1915191519151915 万円万円万円万円））））のののの
うちうちうちうち人工透析人工透析人工透析人工透析のののの費用費用費用費用はははは？？？？    

Ａ：生活保護受給者の人工透析は、生活保護
費で全額負担。21 年度は、1 人約 420 万
円で計３億 2700 万円。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：病児保育施設病児保育施設病児保育施設病児保育施設がががが周知周知周知周知されていないされていないされていないされていない。。。。    
                                ◎◎◎◎２２２２ヶヶヶヶ所所所所、、、、８８８８人人人人    1922192219221922 万円万円万円万円    
Ａ:広報、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、事業者自身等周知を図る 

☆キッズベル品川 
（戸越１丁目 3786 
-0318）、酒寄医院 
（東大井２丁目 
6459-6106）です。 

ＱＱＱＱ::::福祉福祉福祉福祉ｼｮｯﾌｼｮｯﾌｼｮｯﾌｼｮｯﾌﾟ゚゚゚運営費運営費運営費運営費    ◎◎◎◎442442442442 万円万円万円万円    
Ａ：この福祉ｼｮｯﾌﾟ「テルﾍﾞ」は、ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ６階

にあり、障害者の手作り製品を販売。売
上が伸びていないが「現状維持」と考え
ている。☆皆さん、ぜひ、製品購入を！ 

ＱＱＱＱ::::幼児二人同乗用自転車幼児二人同乗用自転車幼児二人同乗用自転車幼児二人同乗用自転車ﾚﾝﾀﾙﾚﾝﾀﾙﾚﾝﾀﾙﾚﾝﾀﾙ事業補助事業補助事業補助事業補助（（（（いわいわいわいわ
ゆるゆるゆるゆる 3333 人乗人乗人乗人乗りりりり自転車自転車自転車自転車ですですですです））））    
※※※※22222222 年度新規事業年度新規事業年度新規事業年度新規事業                        ◎◎◎◎85858585 万円万円万円万円    

Ａ:ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰでのﾚﾝﾀﾙ補助。15 台の予定。 
ＱＱＱＱ::::ﾎｰﾑﾚｽﾎｰﾑﾚｽﾎｰﾑﾚｽﾎｰﾑﾚｽ対策事業対策事業対策事業対策事業。。。。女性女性女性女性がががが多多多多いいいいがががが◎◎◎◎2046204620462046 万円万円万円万円    
Ａ:職員が年２回、目視している。21 年 8 月現

在 44 人。圧倒的に男性が多い。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：サポサポサポサポしながわしながわしながわしながわ支援事業支援事業支援事業支援事業                ◎◎◎◎2130213021302130 万円万円万円万円    
Ａ:55 才以上の無料職業紹介所。登録 1105 人。 
   

民生費 
子育て、高齢者・障害者福祉 

生活保護など ⇒約 563 億円 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

№128 2010 年 3 月 
発行所 品川区議会無所属クラブ 
発行者 高橋慎司（副幹事長） 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 
Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！ 

無所属クラブ 
    区政報告 

月 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 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』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。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！ 
クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：(1)(1)(1)(1)④④④④(2)(2)(2)(2)③③③③    男子は、
17 人で 42.195km、女子は、16 人で
30km のｺｰｽを襷（たすき）をつなぎ
ました。男女とも 2 位は足立区、3
位は八王子市。☆都内中学生の体力
は、全国の 40 番台で最下位ﾚﾍﾞﾙ。 
 

 
今週の書架 

☆☆☆☆『『『『京急線普通列車京急線普通列車京急線普通列車京急線普通列車のののの旅旅旅旅 16161616 号号号号』』』』    
    （（（（京急電鉄京急電鉄京急電鉄京急電鉄発行発行発行発行のののの無料無料無料無料ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾝﾌﾚｯﾄﾝﾌﾚｯﾄﾝﾌﾚｯﾄﾝﾌﾚｯﾄ））））        

丸ごと一冊「立会川特集」。「坂本龍馬と
立会川」をﾃｰﾏに立会川周辺の江戸時代ｽﾎﾟ
ｯﾄ、散歩道、ｸﾞﾙﾒなどを紹介。14 ﾍﾟｰｼﾞ。 

☆☆☆☆『『『『坂本龍馬坂本龍馬坂本龍馬坂本龍馬としながわとしながわとしながわとしながわ歴史歴史歴史歴史ﾏｯﾌﾏｯﾌﾏｯﾌﾏｯﾌﾟ゚゚゚』』』』    
    （（（（無料無料無料無料、、、、発行発行発行発行：：：：品川区品川区品川区品川区・・・・しながわしながわしながわしながわ観光協観光協観光協観光協会会会会））））    

Ａ４サイズ１枚のﾏｯﾌﾟですが、立会川周辺
の地図と説明がとてもわかりやすいです。 

◎ご連絡いただければ、ご希望の方にお送 
りいたします♪～ 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：不妊治療費助成不妊治療費助成不妊治療費助成不妊治療費助成                        ◎◎◎◎1400140014001400 万円万円万円万円    
        21212121 年年年年度度度度のののの助成数助成数助成数助成数とととと妊娠件数妊娠件数妊娠件数妊娠件数はははは？？？？所得制限所得制限所得制限所得制限

がないのはよいががないのはよいががないのはよいががないのはよいが、、、、助成限度額助成限度額助成限度額助成限度額がががが 10101010 万円万円万円万円
ではではではでは低低低低いいいい。。。。    

Ａ：154 組が利用。妊娠は 36 件。☆拡大を。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：すくすくすくすくすくすくすくすく赤赤赤赤ちゃんちゃんちゃんちゃん訪問事業訪問事業訪問事業訪問事業。。。。◎◎◎◎1621162116211621 万円万円万円万円    
        訪問率訪問率訪問率訪問率はははは？？？？またまたまたまた、、、、訪問訪問訪問訪問できないできないできないできない家庭家庭家庭家庭はははは？？？？    
Ａ：76.7％。訪問できない場合 

は地区担当の助産師がチェ 
ックする。☆この事業は、 
保健師と児童ｾﾝﾀｰの福祉職 
員が連携して生後 4 ヶ月ま 
での赤ちゃんがいる家庭を 
全戸訪問するものです。児 
童虐待防止の側面もあります。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：粗大粗大粗大粗大ごみごみごみごみ受付受付受付受付ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ業務委託業務委託業務委託業務委託    ◎◎◎◎2582258225822582 万円万円万円万円    
        日曜日日曜日日曜日日曜日のののの直接持込直接持込直接持込直接持込についてについてについてについて。。。。    
Ａ：21 年度は、1 開設日約 50 件。100 件まで

対応可能。☆粗大ゴミの直接持ち込みは、
品目によって手数料が割引になります。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：マイガーデンマイガーデンマイガーデンマイガーデン南大井運営費南大井運営費南大井運営費南大井運営費        ◎◎◎◎125125125125 万円万円万円万円    
        22222222 年度年度年度年度のののの応募倍率応募倍率応募倍率応募倍率はははは。。。。このこのこのこの区民農園区民農園区民農園区民農園をををを荏荏荏荏

原原原原、、、、そのそのそのその他他他他のののの地域地域地域地域でもでもでもでも設置設置設置設置してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。    
Ａ：５～６倍。遊休地の活用が出来れば検討

する。☆ぜひ設置を要望します。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：カラスカラスカラスカラス対策事業対策事業対策事業対策事業についてについてについてについて。。。。        ◎◎◎◎173173173173 万円万円万円万円    
Ａ：巣の撤去 25000 円、落下したヒナ捕獲に

6000 円の費用をかけている。 
Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：公衆便所維持管理費公衆便所維持管理費公衆便所維持管理費公衆便所維持管理費                ◎◎◎◎3799379937993799 万円万円万円万円    
Ａ：区内に37ヶ所。１ヶ所あたり清掃に年 100

万円。設置に 3500～4000 万円かかる。 
 

Ｑ：『Ｑ：『Ｑ：『Ｑ：『龍馬龍馬龍馬龍馬』』』』によるによるによるによる観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて、、、、平成平成平成平成 22222222
年度年度年度年度にににに予算化予算化予算化予算化されているのかされているのかされているのかされているのか。。。。    

Ａ：特別に予算化していないが、観光ｱｸｼｮﾝﾌﾟ
ﾗﾝの予算の中からﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等作成する。ま
た、『龍馬』に関する案内板設置をする。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：劇団四季劇団四季劇団四季劇団四季のののの劇場劇場劇場劇場『『『『夏夏夏夏』』』』がががが大井町大井町大井町大井町にににに来来来来るがるがるがるが。。。。    
Ａ：区では、全庁的な連絡体制 

で７月のｵｰﾌﾟﾝに向けて様々 
な側面から準備している。 

  ☆大井町活性化の大ﾁｬﾝｽで 
す。区のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟに期待 
します！ 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：大井本通大井本通大井本通大井本通りりりり商店街商店街商店街商店街（（（（大井大井大井大井３３３３    
～～～～５５５５丁目付近丁目付近丁目付近丁目付近））））ののののｱｰｹｰﾄｱｰｹｰﾄｱｰｹｰﾄｱｰｹｰﾄﾞ゙゙゙がががが    
老朽化老朽化老朽化老朽化しししし危険危険危険危険。。。。撤去撤去撤去撤去したいがしたいがしたいがしたいが意見意見意見意見がまとがまとがまとがまと
まらないまらないまらないまらない。。。。区区区区がががが関与関与関与関与すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。    

Ａ：基本的には商店街の問題なので、出来る
アドバイスをする。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑ付共通商品券普及促進事業付共通商品券普及促進事業付共通商品券普及促進事業付共通商品券普及促進事業        
◎◎◎◎8451845184518451 万円万円万円万円（（（（ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑﾚﾐｱﾑ分分分分はははは 6000600060006000 万円万円万円万円））））    

        他自治体他自治体他自治体他自治体のようにのようにのようにのように宝宝宝宝くじがくじがくじがくじが当当当当たるなどたるなどたるなどたるなど付付付付
加価値加価値加価値加価値をつけてはをつけてはをつけてはをつけては。。。。またまたまたまた、、、、大型店大型店大型店大型店もももも利用利用利用利用
できないかできないかできないかできないか。。。。            ※※※※６６６６億円分発行億円分発行億円分発行億円分発行ですですですです。。。。    

Ａ：プレミアム分（10％）以外は考えていな
い。また、あくまで商店街振興なので大
型店では、使えない予定。 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：事業所内育児施設整備補事業所内育児施設整備補事業所内育児施設整備補事業所内育児施設整備補    
助金助金助金助金            ◎◎◎◎1364136413641364 万円万円万円万円    

Ａ：主に中小企業への保育施 
  設設置補助。改修費等の 

1/2 を補助するもの。 
 

 

衛生費 
 検診、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策、ﾘｻｲ

ｸﾙ、清掃等 ⇒約 113 億円 産業経済費 
商工業振興対策、消費者

対策など  ⇒約33億円 


