
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.268 

※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 ☆☆ 

区の職員の勤務場所は？ 

次の施設のうち、区の職員 

が勤務しているところは、どれ 

でしょうか？３つあります。 

◎難易度◎難易度◎難易度◎難易度    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

①品川警察署 ②品川消防署 

③品川保健所 ④品川図書館 

⑤品川保育園⑥品川児童相談所 

⑦品川学園（小中一貫校）の教員・事務員 

⑧品川郵便局 

 

2013201320132013 年年年年 4444 月月月月    

 

 

平成 25 年度予算案は、3/26 に本会議で可 

決しました。その予算審議の一部を 266 号か

らご報告しています。予算の概略は、260～262

号をご参照下さい。 

ＱＱＱＱ：他議員の質問：他議員の質問：他議員の質問：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☆：私の考え☆：私の考え☆：私の考え                        ◎：◎：◎：◎：25252525 年度年度年度年度予算額予算額予算額予算額    

◇私の質問は、後ほどご報告いたします。◇私の質問は、後ほどご報告いたします。◇私の質問は、後ほどご報告いたします。◇私の質問は、後ほどご報告いたします。    

 

☆歳出全体の 13.5％です。 

徴税、庁舎管理、防災、地域活動等、徴税、庁舎管理、防災、地域活動等、徴税、庁舎管理、防災、地域活動等、徴税、庁舎管理、防災、地域活動等、    

多岐多岐多岐多岐にわたにわたにわたにわたる事業でする事業でする事業でする事業です。昨年度比。昨年度比。昨年度比。昨年度比 6.96.96.96.9％％％％減減減減    

Q:昨年末の衆議院選挙。城南第二小（東品川

３丁目）の投票所では、50～60m の行列

がｸﾞﾗｳﾝﾄﾞにできて、30 分以上待ってい

る方もいた。中には待ちきれなくて帰宅し

てしまった方もいると聞くが。問題です。 

A:ここは、1 万人を超えるﾏﾝﾓｽ投票区。 

加えて体育館は、２階にあり、投票所に適

さないので、少しでも広い１階の教室を投

票所にしている。当日は、ﾀﾞﾌﾞﾙ選挙等で投

票用紙が４枚あり、投票に通常選挙の２～３

倍かかると予想して誘導の職員を増やすな

どの準備をしていたが、本当に申し訳なく思

っている。今年の都議会議員選挙（6/23）、参

議院議員選挙(7/21)は、それぞれ投票用紙

は１枚なのでこのような事態にならないと

思うが、今後も引き続き検討する。 

◎都議会議員選挙費用◎都議会議員選挙費用◎都議会議員選挙費用◎都議会議員選挙費用    １億１億１億１億 1925192519251925 万円万円万円万円    

            参議院議員選挙費用参議院議員選挙費用参議院議員選挙費用参議院議員選挙費用    １億１億１億１億 3921392139213921 万円万円万円万円    

☆参政権が侵害されかねない重大な問題です。 

次回選挙に向けた対応を強く求めます。 

Q:ｵﾚｵﾚ詐欺等の被害の現状は。 

A:振り込め詐欺の発生状況は、品川区内では、

昨年 100 件、２億 1000 万円の被害で、前年

より増加した。還付金詐欺がとても増えた。自

宅に犯人が取りに来たところを逮捕していた

が、最近は、自分のアジトで電話と銀行（の

機械）操作だけでお金を手に入れる手口にｼﾌ

ﾄした。 

☆還付金詐欺⇒社会保険事務所・自治体職員・

税務署員等を装って医療費・保険料・税金等を

還付するかのようにだまします。還付金を ATM

で返還することは、絶対にありません！「携帯を

持って ATM へ」と言われたら還付金詐欺です！ 

☆区では、高齢者ｸﾗﾌﾞで手口を説明したり、民生

委員，警察官が高齢者宅を訪問して、注意喚

起をしていますが残念ながら発生しています。皆

さんもお知り合いにお声がけを。 

さくらまつり！ 4/14（日）10～14 時 

みなみ児童遊園（南大井１丁目）にて。 

模擬店、バザー、くじ引きなど♪♪～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

 

 

 

 

 

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 

◇液状化の可能性が高い地域、2.4％ 

 東京都は 3/27に新たな液状化予測図を公表し

た（『液状化危険度ﾏｯﾌﾟ 23 区版』で地図も検索で

きますのでｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等でご覧下さい）。 

自治体自治体自治体自治体    A A A A ％％％％    B B B B ％％％％    

①足立区 39.6 59.1 

②葛飾区 38.5 60.5 

③江戸川区 34.9 63.4 

④大田区 20.5 53.7 

･･･   

⑫品川区 2.4 32.6 

A：可能性が高い地域 B：可能性がある地域 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：③④⑤：③④⑤：③④⑤：③④⑤です。①

警視庁②東京消防庁⑥⑦は、東

京都の職員です。ただ、品川区

立小中学校の一部には、品川区

が独自に採用した教員（区の職

員）が 15 人勤務してします。 

Q:３人乗り（幼児２人同乗用）自

転車ﾚﾝﾀﾙ事業補助について。

この事業の必要性と利用率は。 

A:25 台あり、現在 22 台貸与している。 

それなりに必要性がある。ﾚﾝﾀﾙ開始時に 100

㎏の土のうを乗せたりして、品川警察の講習

を受け、安全を確保している。 

 ◎幼児２人◎幼児２人◎幼児２人◎幼児２人同乗用自転車ﾚﾝﾀﾙ事業補助同乗用自転車ﾚﾝﾀﾙ事業補助同乗用自転車ﾚﾝﾀﾙ事業補助同乗用自転車ﾚﾝﾀﾙ事業補助    

（※ﾚﾝﾀﾙ料は（※ﾚﾝﾀﾙ料は（※ﾚﾝﾀﾙ料は（※ﾚﾝﾀﾙ料は 12000120001200012000 円円円円////年）年）年）年）            59.159.159.159.1 万円万円万円万円    

☆昨年は、申し込みがﾚﾝﾀﾙ予定数を下回った。

電動自転車でない点も関係しているのでは。電

動自転車を含め普及しているので、需要をみな

がら今後、事業の必要性の検討を。 

Q:25 年度保育園の入園申し込みと内定数は。 

A:申し込み総数 2169 人（うち転園希望 

 は 225 人）で昨年比 242 人増。入園内定総数

1528 人（転園希望 118 人）。不承諾者数は、632

人（昨年比 132 人増）だが転園希望 107 人を含む

ので、保育園に入っていない方で今回、不承諾（＝

保育園に入れない）の方は、525 人。3/1 に２次審

査が締め切られたが、入園の決まった 1528 人か

ら約 100 人の辞退があるので、入園の枠としては 

400 人を超える。待機児童の増加の理

由は、①乳幼児人口の増加②第一子出

産時の就労割合が５年前から９％増え

ており、受入枠の増加を超える申し込

みがある。 

◎乳幼児関係事業予算（一部）◎乳幼児関係事業予算（一部）◎乳幼児関係事業予算（一部）◎乳幼児関係事業予算（一部）    

・児童保育委託（私立保育園助成等）・児童保育委託（私立保育園助成等）・児童保育委託（私立保育園助成等）・児童保育委託（私立保育園助成等）    

38383838億億億億4237423742374237万円万円万円万円    

・区立保育園運営費・区立保育園運営費・区立保育園運営費・区立保育園運営費                    80808080 億億億億 1585158515851585 万円万円万円万円    

・就学前乳幼児教育事業・就学前乳幼児教育事業・就学前乳幼児教育事業・就学前乳幼児教育事業            13131313 億億億億 4388438843884388 万円万円万円万円    

☆不承諾などの数字は、3/8 現在のもの。最終的な

待機児童の数が判明するのは、５月頃になりま

す。今後、数年間は、乳幼児人口が増加します

が、将来的には減少する予測となっているので、

十分に検討しながら対策を講じるべきです。 

 

Q:緊急地震速報は、小中学校、保育園等、区

民が利用する区の施設は全て配備済み

（179 施設）と聞く。高齢者施設等の配備

状況は？設置助成を。 

A:高齢者施設⇒ついていない。緊急地震速 

報の運用で急に転倒されることも考えられ

るので各施設と調整している。障害者施設⇒

入っていない。今後、社会福祉法人と研究す

る。私立保育園、認証保育所⇒導入は進んで

いない。◎緊急地震速報受信装置維持費◎緊急地震速報受信装置維持費◎緊急地震速報受信装置維持費◎緊急地震速報受信装置維持費    

                                                179179179179 施設施設施設施設    508508508508 万円万円万円万円    

☆緊急地震速報＝全国瞬時警報ｼｽﾃﾑ（ｼﾞｪｲｱﾗ

ｰﾄ）…人工衛星を経由して市区町村の防災行

政無線を自動起動させ、瞬時にｻｲﾚﾝ等で情報

伝達するｼｽﾃﾑです。未設置施設の検討を。 

☆子育て子育て子育て子育て（保育園運営、乳幼児教育等）（保育園運営、乳幼児教育等）（保育園運営、乳幼児教育等）（保育園運営、乳幼児教育等）、高齢、高齢、高齢、高齢

者者者者福祉、障害者福祉、生活保護など福祉、障害者福祉、生活保護など福祉、障害者福祉、生活保護など福祉、障害者福祉、生活保護など    

・歳出の 47.0％を占める最大の分野です 

・保育園運営等の子育て施策、高齢者施策、

生活保護費など民生費の支出は、今後もさ

らに増加していく見込みです。 

都は、手引書を 

作成し、無料相談

窓口を設置する。 

担当者は、「液状化 

への備えを進めて 

ほしい」という。 

3/28 毎日新聞他 


