
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※毎週、区政や区内の出来事 

についてご報告しています 

2011201120112011 年年年年 2222 月月月月    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

住みたい街・住んでよかった街 

『『『『東京東京東京東京ウォーカーウォーカーウォーカーウォーカー    1/261/261/261/26 号号号号』』』』の 

特集です（読者 3183 人のｱﾝｹ-ﾄより）。 

 住みたい街 住んでよかった街 

１位 （ア） （イ） 

２位 下北沢下北沢下北沢下北沢    高円寺高円寺高円寺高円寺    

３位 恵比寿恵比寿恵比寿恵比寿    吉祥寺吉祥寺吉祥寺吉祥寺    

☆空欄に入る街を選んで下さい。 

（ア）吉祥寺、自由が丘、新宿、中目黒 

（イ）池袋、中野、新宿、、三軒茶屋、葛西 

また、（ウ）大井町と大森は、『『『『住住住住んでよかんでよかんでよかんでよか    

ったったったった街街街街』』』』ににににﾗﾝｸｲﾝﾗﾝｸｲﾝﾗﾝｸｲﾝﾗﾝｸｲﾝしていますしていますしていますしています。。。。何位何位何位何位でしょうでしょうでしょうでしょう    

かかかか。。。。   ①９位 ②11 位 ③20 位 ④27 位 

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 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    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。 

 

高 事橋しんじ 務所 

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！ 

『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定１１１１級級級級』』』』合格合格合格合格（（（（22222222 年年年年 12121212 月月月月））））    

 ☆初心を忘れずにガンバります！ 

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    

 
しがらみのない無所属 

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    

No.165 

 

ここにテキスト    ・593 億 439 万円 

           ・歳出の 43％です！ 

  ☆☆☆☆子育子育子育子育てててて、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・障害者福祉障害者福祉障害者福祉障害者福祉、、、、生活保護等生活保護等生活保護等生活保護等    

【待機児対策（一部）】  538 人受入拡大 
私立保育園・認証保育園新

規開設支援－各３園 

２億 7696 万円 

区立保育園定員拡大-33 人 1062 万円 

幼保一体施設（幼稚園・保育

園一体）の開設－１園 

３億 7355 万円 

家庭的保育事業（保育ﾏﾏ） 7462万円 

短時間就労対応型保育室整

備－南大井・伊藤保育園他 

4709万円 

幼稚園預かり保育充実 

区立浜川幼稚園他 

4441万円 

☆☆☆☆待機児解消対策待機児解消対策待機児解消対策待機児解消対策はははは、、、、緊急課題緊急課題緊急課題緊急課題ですですですです。。。。様様様様々々々々なななな

施策施策施策施策でででで対応対応対応対応していますがしていますがしていますがしていますが、、、、生活生活生活生活ｽﾀｲﾙｽﾀｲﾙｽﾀｲﾙｽﾀｲﾙのののの変化変化変化変化、、、、

経済状況等経済状況等経済状況等経済状況等でででで入園希望者入園希望者入園希望者入園希望者はははは年年年年    

    々々々々増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。今後今後今後今後もももも施施施施    

策策策策をををを強強強強くくくく要望要望要望要望していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

 

◇特別養護老人ホーム等開設・設計 

・八潮南中跡に 23 年 5 月開設予定。 

運営費   ◎◎◎◎１１１１億億億億 1610161016101610 万円万円万円万円    

・杜松小学校跡   基本設計◎◎◎◎1200120012001200 万円万円万円万円

◇高齢者住宅整備 

（東大井 4 丁目） 

 24 年 6 月開設 90 戸 

  ◎◎◎◎９９９９億億億億 4900490049004900 万円万円万円万円    

◇住み替え相談ｾﾝﾀｰ 

設置（八潮５丁目）  ◎◎◎◎100100100100 万円万円万円万円 

八潮地区の高齢者へ住み替えｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 

◇いきいき健康ﾏｰｼﾞｬﾝ広場八潮会場新設 

※賭けない・吸わない・飲まない◎◎◎◎226226226226 万円万円万円万円

◇生活保護法等における各種援護 

◎◎◎◎125125125125 億円億円億円億円（22年度は 99億円）

◇子どもすこやか医療費助成 

中 3まで医療費無料◎◎◎◎13131313 億億億億 5447544754475447 万円万円万円万円

◇児童ｾﾝﾀｰ運営費   ◎◎◎◎１１１１億億億億 1630163016301630 万万万万円 

◇区立保育園運営費－職員 707 人、定員

3708 人、運営費等  ◎◎◎◎85858585 億億億億 9579957995799579 万円万円万円万円    

◇私立保育所経費（助成等）◎◎◎◎22222222 億億億億 1168116811681168 万円万円万円万円    

☆障害児の放課後預かり事業拡充－放課

後・夏休み等に障害児を預かる。荏原地

域定員増、他地域にも新設 ◎◎◎◎2294229422942294 万円万円万円万円

  ☆私の議会での質問が実現しました！！ 

    

前号（164 号）から区が編成した 23 年度

予算案の概要をご報告しています。予算案

は、２月の議会で審議します。 

歳出は、1378 億円です。今号は、歳出の

うち民生費、衛生費、産業経済費です。 

  民生費 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

◇保育園児、お先に 1 年生体験◇ 

品川区では、児童が小学校入学後

の生活になじめない「小１ﾌﾟﾛﾌﾞﾚ

ﾑ」対策として、保育園児が小学校

の授業を体験する「ｽｸｰﾙ・ｽﾃｲ」事

業を 23 年度から開始。区内公立保

育園・小学校を組にして６ヶ所で 

実施する。10 月頃から 3月にかけて 5歳児が定定定定

期的期的期的期的にににに小学校小学校小学校小学校にににに通通通通いいいい、、、、教室教室教室教室でででで絵本の読み書き、

折り紙等を小学校と同じ 45 分単位で 

行う。配膳配膳配膳配膳のあるのあるのあるのある給食給食給食給食もももも体験体験体験体験するするするする。 

◎予算額予算額予算額予算額 233233233233 万円万円万円万円（（（（民生費民生費民生費民生費）））） 

ここにテキスト 

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！！！！

   衛生費     産業経済費 

 

 

 

 

 

 

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！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

 

           

 

・113 億 6728 億円 

・歳出の 8.3％ 

☆☆☆☆区民検診区民検診区民検診区民検診・・・・健康健康健康健康・・・・    

環境環境環境環境・・・・ごみごみごみごみ処理処理処理処理などなどなどなど    

健康ｾﾝﾀｰ事業（荏原・

品川）－運営・修繕費等 

１億1018万円 

各種がん検診 ６億4085億円 

妊婦健康審査－検診 14

回、超音波検査等 

２億5190万円 

予防接種一部助成 

・小児用肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ 

・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ菌ｂ型（hib）

ﾜｸﾁﾝ 

・子宮頸がんﾜｸﾁﾝ 

７億3389万円 

5698 万円 

2753 万円 

 

3942 万円 

休日診療費－日祝、年

末年始等、医師会委託 

１億 158 万円 

小児夜間応急診療－医

師会・昭和大学委託 

1805 万円 

不妊治療助成－所得制

限なし、助成は５年間 

2080 万円 

※対象 460 組 

☆☆☆☆検診検診検診検診がががが受受受受けやすいけやすいけやすいけやすい仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。 

◇自殺予防・うつ予防対策推進－「こころの

体温計」ﾊﾟｿｺﾝ・携帯電話利用 ◎260 万円 

◇資源ｽﾃｰｼｮﾝ回収業務委託 

◎７億 1329 万円 

◇資源持ち去り防止対策費 

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ経費◎1099 万円 

☆この他、23 区が共同して 

清掃事業を行っています。 

品川区は、16 億 355 万円の分担金を負

担しています。 

  ・26 億 5595 万円 

・歳出の 1.9％ 

☆☆☆☆観光観光観光観光、、、、商工業振興策商工業振興策商工業振興策商工業振興策、、、、消費消費消費消費    

    者対策者対策者対策者対策などなどなどなど    

観光案内所新設 

大井 1丁目共同ビル内に 

115 万円 

 

羽田空港国際化対応事業 

・水辺活用ｲﾍﾞﾝﾄ 

・観光ＰＲﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ（４ヶ国

語）作成 

 

 100 万円 

 300 万円 

☆☆☆☆羽田空港国際化羽田空港国際化羽田空港国際化羽田空港国際化対応対応対応対応はははは、、、、隣隣隣隣のののの大田区大田区大田区大田区やややや川崎川崎川崎川崎

市市市市等等等等、、、、周辺自治体周辺自治体周辺自治体周辺自治体ととととのののの協力協力協力協力がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。地地地地

域活性域活性域活性域活性化化化化ののののﾁｬﾝｽﾁｬﾝｽﾁｬﾝｽﾁｬﾝｽですのでですのでですのでですので、、、、外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客をををを

呼呼呼呼びびびび込込込込むむむむ施策施策施策施策をもっとをもっとをもっとをもっと展開展開展開展開するべきですするべきですするべきですするべきです。。。。    

 

◇空き店舗対策－住居と店舗の分離改修費用

助成（ﾄｲﾚ、出入り口設置等） ◎300 万円 

◇プレミアム商品券発行助成－６億円分発行。 

  ◎8020 万円（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分 6000 万円、他） 

☆☆☆☆６６６６年目年目年目年目のののの事業事業事業事業ですですですです。。。。効果効果効果効果のののの検証検証検証検証ををををきちんきちんきちんきちん

とととと行行行行いいいい、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる充実充実充実充実したしたしたした事業事業事業事業にににに！！！！    

◇ものづくり地域企業ﾈｯﾄﾜｰｸ事業－区内中小

企業が区内小規模製造業者から製品を仕入

れた取引額の５％を助成する。◎630 万円 

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：（（（（アアアア））））吉吉吉吉祥寺祥寺祥寺祥寺。。。。６年連

続１位達成。自由が丘（4 位）、新宿

（5位）、中目黒（8位）、目黒（12 位）、

品川（15 位）。（（（（イイイイ））））中中中中野野野野。人気急上

昇です。住みたい街でも 10 位。（（（（ウウウウ））））

大井町大井町大井町大井町はははは 11111111 位位位位。。。。池袋（4位）、新宿（6

位）、三軒茶屋（7位）、葛西（8位）。

ちなみに蒲田（15 位）、大森（27 位）。

ちょっとした話ながわ 


