
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.299 

※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 ☆☆ 

首長と地方議会と住民の関係 

次のうち誤り誤り誤り誤りを一つ選んで下さい。 

①議会は、首長議会は、首長議会は、首長議会は、首長のののの不信任不信任不信任不信任のののの議決議決議決議決    

ををををするするするすることができる。 

②首長は、議会が不信任首長は、議会が不信任首長は、議会が不信任首長は、議会が不信任のののの議決議決議決議決    

をした場合に議会を解散をした場合に議会を解散をした場合に議会を解散をした場合に議会を解散（議員 

が一斉に職を失うこと。その後、選挙を実

施する）することができる。 

③首長は、自分の提出した議案を議会が否決首長は、自分の提出した議案を議会が否決首長は、自分の提出した議案を議会が否決首長は、自分の提出した議案を議会が否決

した場合に議会を解散するした場合に議会を解散するした場合に議会を解散するした場合に議会を解散することができる。 

④住民は、議会の解散住民は、議会の解散住民は、議会の解散住民は、議会の解散の直接請求ができる。 

⑤住民は、議員または首長の解職住民は、議員または首長の解職住民は、議員または首長の解職住民は、議員または首長の解職（＝（＝（＝（＝辞めさ辞めさ辞めさ辞めさ

せること）せること）せること）せること）の直接請求ができる。 

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

2012012012014444 年年年年 2222 月月月月    

 

 

前号から26年度予算案の概要をご説明して

います。予算案は、2/19 からの区議会で審議

します。歳出は、1462 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）】473 人の受入拡大 

私立保育園（４園）・認証保

育所（２園）の新規開設支援 

６億 1058万円 

286 人・80 人 

私立保育園－定員拡大 ４園 59 人 

家庭的保育事業（保育ﾏﾏ）- 

在宅型１・事業所型５、開設 

２億 8853万円 

３人・45 人 

※27 年度は、420 人の受入れ拡大予定です。 

☆以下は保育園等の経費の状況です（一部）。 

▽区立保育園運営費（37 園、定員 3722 人）職 

員 714 人。給与･運営費等◎◎◎◎78 億億億億 6019601960196019 万円万円万円万円 

区立幼保一体施設（幼稚園と保育園が一体）

運営費－５園（除:人件費）◎◎◎◎５億億億億 5409540954095409 万円万円万円万円 

▽区内私立保育園経費－運営費助成（28 園）、

保育従事職員待遇改善等 ◎◎◎◎42億億億億3762376237623762万円万円万円万円    

▽認証保育所運営費等助成－22 園助成、利用

者の保育料一部助成等  ◎◎◎◎14億億億億8080808080808080万円万円万円万円 

▽家庭的保育（保育ﾏﾏ）運営費助成等－自宅・

事業所等で少人数を保育◎◎◎◎２億億億億 9448944894489448 万円万円万円万円    

 

☆区は、22～25 年度の４ヵ年で 2,528 人の 

受入れ拡大していますが、保育需要の増大が

続いており、待機児童ｾﾞﾛは実現できず、大変

ご迷惑をおかけしています。緊急課題ですの

で、今後も対策を区に強く要望して参ります。 

▽特別養護老人ﾎｰﾑ等整備-３ケ所（豊

町・西中延・上大崎）◎◎◎◎17 億億億億 4280428042804280 万円万円万円万円 

▽認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ開設-２ケ所

（大井、東五反田）  ◎◎◎◎３億億億億 8823882388238823 万円万円万円万円    

▽品川児童学園（南品川３丁目）改築基本計画-総

合的な障害福祉ｻｰﾋﾞｽ提供施設に ◎◎◎◎400400400400 万円万円万円万円 

 ☆『子ども発達支援ｾﾝﾀｰ』として総合的な子ど

もの発達を支援する拠点として整備を！ 

▽新米ﾏﾏ・ﾊﾟﾊﾟのための親育ち支援－子育て母

親同士・父親同士、それぞれの情報交換、仲

間づくり等（於：児童ｾﾝﾀｰ）   ◎◎◎◎50505050 万円万円万円万円    

▽児童センター運営費－25 館、職員 75 人 

             ◎◎◎◎11 億億億億 6716671667166716 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        ◎◎◎◎11.11.11.11.2222 億円億円億円億円    

▽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 億億億億 2388238823882388 万円万円万円万円    

▽①臨時福祉給付金・②子育て世帯臨時特例給

付金支給－消費税増税の影響緩和。①住民税

非課税者や②児童手当受給者にそれぞれ１

人当たり 1 万円※国の施策※国の施策※国の施策※国の施策◎◎◎◎11 億億億億 3946394639463946 万円万円万円万円 

 

･643 億 6184 万円 ・歳出の 44.0％を占める最大の分野です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆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 

◇品川区、都選管へ都知事選確定報告 

       都内自治体で最も遅く 

 自治体自治体自治体自治体    報告時刻報告時刻報告時刻報告時刻    

2/10（月） 

投票者数投票者数投票者数投票者数    
１ 品川区 01:14 145,391 

２ 国分寺市 01:05 48,577 

３ 世田谷区 00:56 353,954 

４ 板橋区 00:30 201,211 

５ 小平市 

西東京市 

00:06 67,734 

75,062 

 

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・☆区民検診・健康・☆区民検診・健康・☆区民検診・健康・    

環境・ごみ処理等環境・ごみ処理等環境・ごみ処理等環境・ごみ処理等です。です。です。です。    

小児夜間応急診療－医

師会・昭和大学委託 

1835183518351835 万円万円万円万円    

休日診療費－日祝、年

末年始等医師会へ委託 

１億 555597979797 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 

3562356235623562 万円万円万円万円    

対象 790 組へ増 

▽地域医療連携強化－区と病院、医療関係

者、介護関係機関等による地域医療連絡

会議・災害医療連絡会議設置等。情報共

有等を行う。☆新規事業です☆新規事業です☆新規事業です☆新規事業です ◎◎◎◎561561561561 万円万円万円万円 

健康ｾﾝﾀｰ事業（荏原・

品川）－運営・修繕費等 

9800980098009800 万円万円万円万円    

☆運動施設です 

各種がん検診 ６億 2499249924992499 億億億億円円円円    

妊婦健康審査－検診 14

回、超音波検査１回 

３億 0074007400740074 万円万円万円万円    

※歯科検診も有 

予防接種一部助成 

・小児用肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ、 

子宮頸がん、BCG など 

８億 140140140140 万円万円万円万円    

※Ｂ型肝炎ﾜｸﾁﾝ

費用助成↓ 

※Ｂ型肝炎ﾜｸﾁﾝ接種費用助成 

－Ｂ型肝炎・肝臓がん予防ﾜｸﾁﾝ。 

国に先駆けて０歳児の任意接種 

費用助成。    ◎◎◎◎2478247824782478 万円万円万円万円    

☆ごみ・資源関係に多大な☆ごみ・資源関係に多大な☆ごみ・資源関係に多大な☆ごみ・資源関係に多大な経費経費経費経費が必要が必要が必要が必要ですですですです    

▽資源ｽﾃｰｼｮﾝ回収    ◎◎◎◎７億 2384 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 

☆持ち去り撲滅へ徹底を  ◎◎◎◎1485148514851485 万円万円万円万円 

▽ごみ収集運搬作業費 ◎◎◎◎11111111 億 5402540254025402 万万万万円円円円    

▽23 区共同の清掃事業－品川区は、 

◎14 億 5146514651465146 万円万円万円万円の分担金を負担。 

 

☆観光、商工業振興策、☆観光、商工業振興策、☆観光、商工業振興策、☆観光、商工業振興策、    

消費者対策等消費者対策等消費者対策等消費者対策等です。です。です。です。    

▽観光ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ推進事業－しながわ巡

りｱﾌﾟﾘ（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ向け観光情報発信）、し

ながわみやげｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ（お土産を発掘・

発信）、まち歩きｲﾍﾞﾝﾄ実施等◎◎◎◎2600260026002600 万万万万円円円円 

▽ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券発行助成－６億円分発

行。４月の消費税増税に対応するため春

に４億円分発行（昨年は春と秋各３億円

分）◎◎◎◎7878787864646464 万円万円万円万円（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分 6000万円他） 

▽被災地支援観光事業－被災地各県 

（東北）へのﾂｱｰ参加促進（1000 円 

補助）、被災地ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾂｱｰ参加費 

の 1/3 助成等。   ◎◎◎◎355355355355 万円万円万円万円 

▽品川産業支援交流施設開設準備経費－ 

北品川再開発ﾋﾞﾙ（JR大崎駅前）にｲﾍﾞﾝﾄ

ﾎｰﾙ、ｵｰﾌﾟﾝﾗｳﾝｼﾞ等（2,875㎡）開設。異

業種企業の交流・連携促進 ◎◎◎◎1446144614461446 万円万円万円万円    

▽ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ（会員の高齢者に仕事

を紹介する社団法人）支援 

事業－運営費助成等 

◎１億◎１億◎１億◎１億 5509550955095509 万円万円万円万円 

▽若者向け就業支援－若者 

就業体験（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ研修、 

実習）、ｾﾐﾅｰ、合同就職説 

明会等   ◎◎◎◎8584858485848584 万円万円万円万円 

クイズの答えクイズの答えクイズの答えクイズの答え：：：：③③③③    首長が議会を解散できるの

は、②の場合と不信任の議決があったとみなさ

れる場合だけ。①への対抗手段としての権限で

す。④⑤は、請求後に住民投票を行い、過半数

で議会は解散、議員・首長は失職します。 

・112 億 3561 万円 

・歳出の 7.7％ 

・22 億 9450 万円 

・歳出の 1.6％ 

                                                                        品川区

は、作業

終了の目

標を午後

11時半と

定めたが

不在者投

票 818 人

分を二重 

に数えるﾐｽが判明。入念に再確認して投票者数 

を修正したため遅れた。過去の選挙では、平均 

より早く終了していたという。 2/132/132/132/13 東京新聞東京新聞東京新聞東京新聞    


