
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ高橋しんじ    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。 
 

高 事 橋しんじ 務所 

※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.215 

2012201220122012 年年年年 2222 月月月月    

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

区内の地名・施設と人名の関係？ 

次の区内の地名や施設と人物などの組

み合わせで関係の無いものはどれでしょう

か？すべて関係ある場合は⑥を。 

①芳水小学校（ほうすい。大崎３丁目） 

⇔明電舎（電気機器メーカー） 

②小中一貫校伊藤学園⇔伊藤博文 

③清泉女子大学 

⇔島津氏（鹿児島藩主） 

④御殿山（現：北品川３・ 

４丁目付近）⇔徳川家康 

⑤星薬科大学（荏原２丁目） 

⇔星一（ほしはじめ、SF 

作家の星新一の父） 

 

 

高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール高橋しんじプロフィール        平成23年4月5,232票（１位）のご支持をいただき、現在２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４月、無所属・新人として初当選（2541 票）。 『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（『議員力検定１級』（22222222 年年年年 12121212 月合格）月合格）月合格）月合格）    ☆初心を忘れずにガンバります！ 
 
しがらみのない無所属 

前号から 24 年度予算案の概要をご

説明しています。予算案は、2/22 か

らの議会で審議します。歳出は、

1325 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。 

 ☆子育て、高齢者・障害者福祉、生活保護等子育て、高齢者・障害者福祉、生活保護等子育て、高齢者・障害者福祉、生活保護等子育て、高齢者・障害者福祉、生活保護等 

【待機児童対策（一部）】557 人の受入拡大 

私立保育園（７園）・認証保

育所（２園）の新規開設支援 

４億 419 万円 

区立保育園定員拡大-10 人  

幼保一体施設（幼稚園・保育

園一体）整備－25 年度開設 

４億 2824 万円 

（１園） 

家庭的保育事業（保育ﾏﾏ）- 

在宅型、事業所型、各３施設 

１億 4945 万円 

空き店舗活用型保育ｻｰﾋﾞｽ

拠点整備-子育て交流ﾙｰﾑ 

1405万円 

地域子育て施設 

☆待機児童解消は、昨年度に引き続き急を要☆待機児童解消は、昨年度に引き続き急を要☆待機児童解消は、昨年度に引き続き急を要☆待機児童解消は、昨年度に引き続き急を要

する重要課題です。区は、総合的に様々なする重要課題です。区は、総合的に様々なする重要課題です。区は、総合的に様々なする重要課題です。区は、総合的に様々な

施策で対応していますが、社会情勢・経済施策で対応していますが、社会情勢・経済施策で対応していますが、社会情勢・経済施策で対応していますが、社会情勢・経済

状況の変化、女性のﾗｲﾌｽﾀｲﾙの多様化等で入状況の変化、女性のﾗｲﾌｽﾀｲﾙの多様化等で入状況の変化、女性のﾗｲﾌｽﾀｲﾙの多様化等で入状況の変化、女性のﾗｲﾌｽﾀｲﾙの多様化等で入

園希望者は、増加しています。今後も施園希望者は、増加しています。今後も施園希望者は、増加しています。今後も施園希望者は、増加しています。今後も施    

策を区に対して強く要望していきます。策を区に対して強く要望していきます。策を区に対して強く要望していきます。策を区に対して強く要望していきます。    

    

▽区立保育園運営費（40 園、定員 3722 人）職 

員 724 人。給与、運営費等◎◎◎◎83 億 9907990799079907 万円万円万円万円 

▽幼保一体施設（幼稚園と保育園が一体化）運営

費－４園         ◎◎◎◎13 億 1399139913991399 万円万円万円万円 

▽区内私立保育園経費 

－運営費助成（20 園）等 ◎◎◎◎30 億 9402940294029402 万円万円万円万円    

▽認証保育所運営費等助成－20 園助成、利用者

に対する保育料助成等  ◎◎◎◎12 億 5154515451545154 万円万円万円万円 

▽特別養護老人ホーム等整備費－ 

２ヶ所の設計費（杜松＝としょう 

小学校跡・平塚会館）◎◎◎◎6940694069406940 万円万円万円万円 

▽区立特別養護老人ホーム運営費－ 

４施設（戸越台・荏原・中延・ 

八潮）     ◎２億◎２億◎２億◎２億 5490549054905490 万円万円万円万円    

▽特別養護老人ホーム等施設における 

避難者対応物品の備蓄◎◎◎◎2028202820282028 万円万円万円万円 

▽高次脳機能障害の地域支援     ◎◎◎◎353353353353 万円万円万円万円 

▽生活保護法等による各種援護－生活扶助、医療

扶助、住宅扶助等    ◎◎◎◎127 億 302302302302 万円万円万円万円    

▽子どもすこやか医療費助成－対象 40300 人（0

歳～中学３年生は自己負担無） ◎◎◎◎13.7 億円円円円 

▽子どものための手当給付金－対象 36730 人、旧

子ども手当、所得制限あり◎◎◎◎39 億 1925192519251925 万円万円万円万円 

▽児童センター運営費－25 館、職員 78 人 

 ☆運営方法の見直しを！ ◎◎◎◎11 億 3974397439743974 万円万円万円万円    

・587 億 2165 万円 

・歳出の 44.3％を占め

る最大の分野です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 無所属 品川 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ５階 

Tel 03-5742-6816  Fax 03-3772-8878 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！☆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☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け☆ご希望の方に『区政報告』をお届け((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。いたします。ご連絡ください。    

 

ちょっとした話ながわ 

答え答え答え答え：⑥：⑥：⑥：⑥。①住友ｸﾞﾙｰﾌﾟの電気機器ﾒｰｶｰの明電

舎（本社は、大崎２丁目、ThinkPark Tower 内）の

創業者は重宗芳水。大正７年、たけ子夫人が私

財を投じて学校を設立。大正 12 年に大崎町に学

校を寄附。「芳水」の名が残っている。②伊藤博

文の別邸の門柱と門扉が旧伊藤中学校の旧正

門。それを現在の伊藤学園の正門として移築。

③大学は、明治期に島津公爵の邸宅があったと

ころ。東五反田３丁目付近は、島津山とも呼ば

れる。④御殿山の地名は、江戸時代初期に徳川

家康が建立したと言われる品川御殿があったか

ら。歴代将軍の鷹狩の休息所や幕府重臣との茶

会の場として利用された。⑤実業家・政治家（衆･

参院議員）星一は、大学と星製薬会社を設立。 

 

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、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！朝、駅前にいます！ 

☆区民検診・健康・環境・ごみ処理等☆区民検診・健康・環境・ごみ処理等☆区民検診・健康・環境・ごみ処理等☆区民検診・健康・環境・ごみ処理等    

健康ｾﾝﾀｰ事業（荏原・

品川）－運営・修繕費等 

１億１億１億１億110110110110万円万円万円万円    

運動施設です 

各種がん検診 

・胃がんリスク健診 

６億６億６億６億6675667566756675億円億円億円億円    

   2313 万円 

妊婦健康審査－検診 14

回、超音波検査１回 

２億２億２億２億6142614261426142万円万円万円万円    

 歯科検診も 

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 

６億６億６億６億7354735473547354万円万円万円万円    

・子宮頸 

がんﾜｸﾁﾝ、 

ﾎﾟﾘｵ他 

休日診療費－日祝、年

末年始、医師会へ委託 

１億１億１億１億    

269269269269 万円万円万円万円 

 ☆昨年とほぼ同様の施策です。 

☆観光、商工業振興策、消費者対策等☆観光、商工業振興策、消費者対策等☆観光、商工業振興策、消費者対策等☆観光、商工業振興策、消費者対策等    

▽品川区就業支援ｾﾝﾀｰ開設－区の中小企

業ｾﾝﾀｰにﾊﾛｰﾜｰｸ設置等    ◎◎◎◎829829829829 万円万円万円万円 

 ☆区として雇用・就業支援をします。事業の

成果を注視していきます。 

▽プレミアム商品券発行助成－６億円分発

行。◎◎◎◎7899789978997899 万円万円万円万円（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分 6000 万円他） 

☆７年目の事業です。事業成果の検証で新 

たな施策に発展させる必要があります。 

▽全国ウーマンビジネスグラン

プリ2013開催－全国から女

性企業家のﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝを募

集し表彰。（23 年度は区内・

区近隣で募集）◎◎◎◎100100100100 万円万円万円万円    

                        ☆応募数・成果等を注視します。 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：⑥：⑥：⑥：⑥『ちょっとした

話ながわ』をご参照下さい。↗ 

被災者雇用助成事業 

被災者雇用の中小企業 

被災地応援ツアー 

 企画ﾂｱｰ参加区民に商品 

券（1000 円/人）配布 

450450450450 万円万円万円万円    

への助成 

 380380380380 万円万円万円万円    

※在勤も 

 可です    

ものづくりﾒｰﾄﾞｲﾝ品川 PR 

・優秀な製品や技術を選定 

・販売促進支援 

300300300300 万円万円万円万円    

都市型観光推進事業 

 まち歩きｲﾍﾞﾝﾄ、観光ﾏｯﾌﾟ

作成、交流館運営助成等 

3861386138613861万円万円万円万円    

     ☆産業経済費は、歳出の 2.0％ 

         にすぎません。精査して拡充を 

 

小児夜間応急診療－医

師会・昭和大学委託 

1777 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 

▽障害者歯科検診－20～35歳無料 

◎◎◎◎76767676万円万円万円万円    

▽自動体外式除細動器（ＡＥＤ）管理費－

町会のｲﾍﾞﾝﾄ貸出、設置施設のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

掲載経費等 ☆ご利用を！ ◎◎◎◎251251251251 万円万円万円万円    

▽資源ｽﾃｰｼｮﾝ回収業務委託 

◎７億◎７億◎７億◎７億 5134513451345134 万円万円万円万円    

▽資源持ち去り防止対策費 

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ経費    ◎◎◎◎1221122112211221 万円万円万円万円 

▽ごみ収集運搬作業費◎◎◎◎10.2 億円円円円 

☆この他、23 区が共同して清掃 

事業を行い、品川区は、16 億 2903

万円の分担金を負担しています。 

・26 億 5822 万円 

・歳出の 2.0％ 

・111 億 6162 万円 

・歳出の 8.4％ 


