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No.261 

※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 

 

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 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

小学校、『山』と『台』 

①次の小学校名のうち実在しないものは？ 

a.御殿山小 b.小山小 c.島津山小 

d.延山（えんざん）小 ｅ．山中小 

 

②次の校名のうち小学校の校名ではないも

のは？（２つあります。中学校名です） 

a.浅間台 b.清水台   

c.小山台 d.旗台   

e.冨士見台 f.戸越台 

g.台場 

 

◎難易度◎難易度◎難易度◎難易度    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

2013201320132013 年年年年 2222 月月月月    

 

 

前号から 25 年度予算案の概要をご

説明しています。予算案は、2/20 か

らの区議会で審議します。歳出は、

1331 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）】484 人の受入拡大 

私立保育園（４園）・認証保

育所（１園）の新規開設支援 

３億 9719万円 

区立保育園-定員拡大 23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、88 人） 

家庭的保育事業（保育ﾏﾏ）- 

在宅型１、事業所型２開設 

１億 5223万円 

３人・18 人 

☆認証保育所とは：☆認証保育所とは：☆認証保育所とは：☆認証保育所とは：「認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所」が国の定めた

設置基準（施設の広さ等）をｸﾘｱして都道府県

が認可したものに対し、大都市東京の特性に

着目し、都が独自の基準を設定して創設した

新形式の保育所（駅前の保育所、保育ﾏﾏ等も）。

開設・運営には、東京都の補助金、品川区独

自の補助金が支出されています。 

☆待機児童解消は、緊急課題です。入園 

希望者は、増加しています。今後も継続的 

な施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 730 人。給与、運営費等◎◎◎◎80 億 1585158515851585 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－５園 （人件費除く） ◎◎◎◎５億 3637363736373637 万円万円万円万円 

▽区内私立保育園経費 

－運営費助成（24 園）等 ◎◎◎◎36 億 2690269026902690 万円万円万円万円    

▽認証保育所運営費等助成－21 園助成、利用者

に対する保育料一部助成等◎◎◎◎12 億 9353935393539353 万円万円万円万円 

▽特別養護老人ホーム等整備費－杜松（としょ

う）小学校跡４億 1385138513851385 万円万円万円万円、 

平塚橋会館跡 4525452545254525 万円万円万円万円、上 

大崎３丁目 27 億 5945594559455945 万円万円万円万円    

▽子どもすこやか医療費助成－ 

対象 41,000 人（0 歳～中学 

３年生は自己負担無し）  

◎◎◎◎14 億 7000700070007000 万円万円万円万円    

▽児童手当給付金－対象 

38,649 人、０歳～中３修了まで、所得制限あ

り ◎◎◎◎45 億 8443844384438443 万円万円万円万円 

▽児童センター運営費－25 館、職員 75 人 

 ☆存在意義・役割の整理を！◎◎◎◎10 億 9274927492749274 万円万円万円万円    

▽すまいるｽｸｰﾙ運営費－全小学校全小学校全小学校全小学校    ◎◎◎◎11.1 億円円円円    

▽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    ◎◎◎◎128 億 854854854854 万円万円万円万円    

 

・625 億 9026 万円 

・歳出の 47.0％を占め

る最大の分野です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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『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 

≪区営自転車等駐車場 

収容台数変更≫ 

 定期利用 当日利用 

自＝自転車 自 ﾊﾞｲｸ 自 ﾊﾞｲｸ 

大井町駅西口 ▲20 ＋７＋７＋７＋７    ＋＋＋＋32323232    ▲９ 

大井町駅西口第2 ＋＋＋＋29292929    ±０ ±０ ±０ 

大井競馬場前駅 ±０ ±０ ±０ ＋４＋４＋４＋４    

大森駅水神口 ±０ ±０ ＋２＋２＋２＋２    ±０ 

青物横丁駅 ▲23 ▲10 ＋＋＋＋15151515    ＋６＋６＋６＋６    

立会川駅 ▲12 ▲３ ±０ ＋１＋１＋１＋１    

▲＝マイナス  

※大井町東口は変更なし （1/21 建設委員会） 

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 

9952995299529952 万円万円万円万円    

☆運動施設です 

各種がん検診 ６億 3817381738173817 億円億円億円億円    

妊婦健康審査－検診 14

回、超音波検査１回 

２億 8051805180518051 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型など 

８億 140140140140 万円万円万円万円    

※子宮頸がんﾜｸ

ﾁﾝ↓ 

※子宮頸がんﾜｸﾁﾝ＝中１～高１＝中１～高１＝中１～高１＝中１～高１    

の接種費用をの接種費用をの接種費用をの接種費用を全額助成全額助成全額助成全額助成。。。。20202020 歳歳歳歳    

女性は女性は女性は女性は 8000800080008000 円助成。円助成。円助成。円助成。    ◎◎◎◎１億 2366236623662366 万円万円万円万円    

小児夜間応急診療－医

師会・昭和大学委託 

1788178817881788 万円万円万円万円    

不妊治療助成－所得制

限なし、助成は５年間 

3276327632763276 万円万円万円万円    

※対象 725 組 

休日診療費－日祝、年

末年始、医師会へ委託 

１億 186186186186 万円万円万円万円 

▽35 歳からの健康診査－35～39 歳無料 

生活習慣病の低年齢化対策        ◎◎◎◎1332133213321332 万円万円万円万円    

▽糖尿病等重症化予防事業 

－国保基本健診で糖尿病が要医療の方

対象に受診勧奨等     ◎◎◎◎575575575575 万円万円万円万円    

▽資源ｽﾃｰｼｮﾝ回収    ◎◎◎◎７億 5560556055605560 万円万円万円万円    

▽資源拠点回収－小型家電（CD ﾌﾟﾚｰﾔｰ、ﾃﾞ

ｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ等）の拠点回収開始◎◎◎◎2186218621862186 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 ◎◎◎◎1294129412941294 万円万円万円万円 

▽ご み 収 集 運 搬 作 業 費 ◎◎◎◎

10.4 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、14

億 9351935193519351 万円万円万円万円の分担金を負担してます。 

 

☆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    

▽就業支援事業－「中小企業支援事業 720720720720 万万万万

円円円円」＝区内大学と連携し、区内中小企業と

合同就職説明会、「若者就職活動ｻﾎﾟｰﾄ事業

8848884888488848 万円万円万円万円」＝ｾﾐﾅｰ・ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ・若者

就業体験、就業ｾﾝﾀｰ運営他◎◎◎◎１億１億１億１億 64646464 万円万円万円万円 

 ☆区内中小企業と若者のﾏｯﾁﾝｸﾞを目指す 

▽プレミアム商品券発行助成－６億円分発

行。◎◎◎◎7777848848848848 万円万円万円万円（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分 6000万円他） 

☆８年目の事業です。事業成果の検証が課 

題のままとなっています。きちんと検証を！ 

▽海外進出支援事業－ﾍﾞﾄﾅﾑ調査団派遣

（275万円）他      ◎◎◎◎627627627627 万円万円万円万円 

▽品川技術ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ支援事業－品川ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ

共同出展、ﾒｰﾄﾞｲﾝ品川 PR事業◎◎◎◎4356435643564356 万円万円万円万円    

▽ﾏｲｽﾀｰ店等支援事業 

①生鮮三品（魚・肉・野

菜）店支援事業 

 ・応援ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施 

 ・チラシ制作、全戸配布 

②買物弱者支援事業 

 ・配達ｻｰﾋﾞｽ等買物支援 

 

◎◎◎◎775775775775 万円万円万円万円    

ﾏｲｽﾀｰ店⇒

区内商店街

からﾉﾐﾈｰﾄ

された商店

から区民投

票等で認定 

 

 

 

☆産業経済費 

は、例年歳出 

の約 2％にす 

ぎません。区 

の支援は重要。 

です！ 

 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：①：①：①：①ｃｃｃｃ島津山小。島津山小。島津山小。島津山小。

島津山は、東五反田 1.3 丁目付

近の高台。ちなみに池田山（＝

東五反田 4.5 丁目付近の高台）

小もありません。御殿山小は北

品川５丁目にあります ②②②②e.e.e.e.富富富富

士見台（西大井士見台（西大井士見台（西大井士見台（西大井 5555 丁目）丁目）丁目）丁目）f.f.f.f.戸越戸越戸越戸越

台（戸越１丁目）台（戸越１丁目）台（戸越１丁目）台（戸越１丁目）ともに中学校

名。清水台小は旗の台１丁目、

台場小は東品川１丁目に。 

・108 億 1764 万円 

・歳出の 8.1％ 

・27 億 8037 万円 

・歳出の 2.1％ 


