
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

※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    

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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

区内公衆トイレの維持管理 

区内には、公園などに公衆トイレが 37 ヶ所

あります（品川地区 11 ヵ所、大井・八潮地

区 17 ヵ所、荏原地区 9 ヵ所。うち、身障者

用は3ヵ所、だれでもトイレは6ヵ所です）。 

さて、この維持管理費は、年間いくらでしょう

か（24 年度予算）。 

   ① 約 500 万円 

   ②約 1500 万円 

   ③約 2500 万円 

   ④約 3500 万円 

 

 

 

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 

 

No.223 

2012201220122012 年年年年 4444 月月月月    

Ａ:小学校⇒平均 17100 円（１～３万円）。中学

校⇒平均 11000 円（９千～16000 円）。各学

校で保護者と相談して決めている。 

◎卒業ｱﾙﾊﾞﾑ費卒業ｱﾙﾊﾞﾑ費卒業ｱﾙﾊﾞﾑ費卒業ｱﾙﾊﾞﾑ費    小小小小学校学校学校学校 666666666666 万円万円万円万円    

中中中中学校学校学校学校 547547547547 万円万円万円万円    

Ｑ:小中学校の卒業記念ｱﾙﾊﾞﾑについて 

Ｑ:ある学校では、近隣から運動会の練習の

音楽等で苦情があり、教員が対応に追わ

れたり、運動会が実施しにくくなってい

る。また、部活がうるさいと通学中の子

どもにﾋﾞﾝを投げつけたということもおき

ている。学校は、そのことを開示すべき。 

Ａ:一般論として、学校はいいが、 

校庭開放は、ダメなどいろいろな 

方がいらっしゃる。その度に学校 

関係者や地域の関係者が何度も何 

度もお願いをしているがなかなか 

解決しない。学校は、がんばって 

いる。☆少しずつでもご理解をいた 

だけるように粘り強い説明を。 

Ｑ:福島県から避難して区内の学校に通学してい

る子どもは何人いるか。 

Ａ:小学校で 13 名、中学校で３名。 

☆安心して通学できるような 

環境の整備と、ﾒﾝﾀﾙ面で 

のﾌｫﾛｰを十分に。 

☆3/23 に平成 24 年度予算を区議会が

可決しました。 

一般会計1325 億 9756 万円 

・予算の概略は、214～216 号を参照下

さい。221 号から予算委員会の審議

（一部）をご報告しています。 

ＱＱＱＱ：：：：他議員の質問    ＡＡＡＡ：区側の答弁：区側の答弁：区側の答弁：区側の答弁

☆：☆：☆：☆：私の考え                    ◎：予算額◎：予算額◎：予算額◎：予算額 

 小中学校教育、図書館運営等 

⇒約 188.7 億円 予算の 14.2％ 

Ｑ:教員のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽﾁｪｯｸ（ｽﾄﾚｽﾁｪｯ 

ｸ）とは。また、対策が必要な教員は？ 

Ａ:人間関係など 70 項目の質問。燃え尽き度

が分かる。ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽで休んでいる教員は、

21 年度が 10 人、22 年が 10 人、23 年６

人。専門医・看護師が学校を巡回して相談

したり、健康診断受診を勧めている。ｽﾄﾚ

ｽの原因は、50％が子どもの問題、次が職

場の人間関係、保護者との関係である。上

司や同僚の協力を得られない人は、ｽﾄﾚｽが

高い。  ◎教職員健康管理費教職員健康管理費教職員健康管理費教職員健康管理費    2292229222922292 万万万万円円円円    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 みんな・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☆ご希望の方に☆ご希望の方に☆ご希望の方に『区政報告』をお届け『区政報告』をお届け『区政報告』をお届け『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。    

 

４月から変わります 

 

【社会保障・税制など】 負担じわり… 

★公的年金支給額 0.3％減 ・国民年金 65,541

円/月（満額）・厚生年金 230,940 円/月（標準） 

★国民年金保険料値上げ 

 ・月 40 円値上げ⇒14,980 円 

★後期高齢者医療制度保険料値上げ 

 全国平均 5250 円⇒5600 円/月程度 

★介護保険料値上げ・65 歳以上月 5000 円前後 

・40～64 歳 平均月 4697 円（労使合計分） 

★住民税の年少扶養控除廃止 

・15 歳以下の扶養家族がいる世帯は、1人に 

 つき住民税額月 2750 円増える 

 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え::::④④④④3529352935293529 万万万万 7777 千円千円千円千円（（（（電気・水道

代は、601 万円、掃除等の委託は、2599 万円、

破損修理 327 万円などです）、１ヶ所当たり、

約 95 万円/月です。大切に利用しましょう。 

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！ 

 

Ａ:22 年度に行い、①とてもまぶし

いので運転者に影響がある。②当

時は、省エネ型街路灯と消費電力

が変わらない。③価格も高かっ

た。今後も情報収集していく。 

◎街路灯管理費街路灯管理費街路灯管理費街路灯管理費    １億１億１億１億 4544454445444544 万円万円万円万円    

Ａ:①５台ある。地域ｾﾝﾀｰで受付・受け渡し。 

 ②ない。③掲載の承諾があれば、載せる。

また、設置ｽﾃｯｶｰ掲示なども考えている。 

◎自動体外式除細動器管理費自動体外式除細動器管理費自動体外式除細動器管理費自動体外式除細動器管理費    251251251251 万円万円万円万円 

Ｑ:大井地区の広域避難場所は、大井競馬

場。海に向かって避難するのはどうか？

変更の見直しなどは？ 

Ｑ:LED 街路灯実証実験で非効率ということ

で LED の導入に至らなかったが、現段階  

で変更はないか。 

Ａ:広域避難所の変更は、代替地が必要にな

る。24 年度、ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを作るのと関係

機関で津波の大きさを研究している。そ

れらの結果を見据えながら、慎重に検討

する。 

◎区民参加による津波区民参加による津波区民参加による津波区民参加による津波    

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ・ﾏﾆｭｱﾙ作成ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ・ﾏﾆｭｱﾙ作成ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ・ﾏﾆｭｱﾙ作成ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ・ﾏﾆｭｱﾙ作成    

1500150015001500 万円万円万円万円    

 

Ｑ:ＡＥＤ（自動体外式除細動器）について。

①貸し出し方法 ②区有施設で 24 時間

利用可能施設は？③設置している民間

施設を区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで掲載を 

Ｑ:商店街の活性化のためにﾏｲﾊﾞｽｹｯﾄ 

（＝ﾐﾆｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ）の営業方法な 

どを課長は、研究しているのか。 

Ａ:店舗で調理などは、行わず、

倉庫から運んできたﾊﾟｯｹｰｼﾞ

でそのまま売る。近所の商店街

では、新鮮なものを売っている。

値段ではかなわないが品質のよ

さで差別化が図れる。 

◎小規模商店街活力づくり支小規模商店街活力づくり支小規模商店街活力づくり支小規模商店街活力づくり支

援事業援事業援事業援事業    1560156015601560 万円万円万円万円    

住宅、公園、道路など 

⇒約 170.4 億円 予算の 12.8％ 

商工業振興対策、消費者対

策など ⇒約 26.6 億円 

 区民検診やごみ処理等 

   ⇒約 111.6 億円  

Ｑ:がん検診の受診率が低い。①受診率は 

 ②民間の保険会社と提携しては。 

Ａ:①最低⇒胃がん健診 3.8％、最高 

⇒ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ（乳がん）25.6％、 

目標は 50％ ②特定企業のＰＲに 

なってはいけないので課題がある。 

◎各種がん検診◎各種がん検診◎各種がん検診◎各種がん検診    ６億６億６億６億 7777000000000000 万円万円万円万円    

☆区がさらに啓発に努める必要がありますが、

区民の皆様の受診受信意識向上も大切で

す。 

Ｑ:区内老朽空き家対策について。震災で門

柱が壊れたり、放火の恐れもある。 

Ａ:一戸建て木造で、区内に 590戸ある（国 

の調査）。通報を受けたら建築家が調査し 

たり、防犯上、警察・消防と連携      

する。ただ、私有財産なので、行

政サイドが画一的に何かするのは、非常に難

しい。間接的な個別対応になる。    


