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☆☆ 品川区イズ ☆☆
都立大崎高校の部活 全国 1 位！

No.

337

2015 年 1・2 月

品川区議会議員
無所属
高橋 しんじ

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

都立大崎高校（品川区豊町２丁目、戸越
公園そば）の部活動が 2014 年のある全国大
会で 1 位となりました。
次のどの部活でしょうか？
①書道部
②和太鼓部
③クッキング部
④ﾍﾟｰﾊﾟｰｼﾞｵﾗﾏ部
（紙で様々製作する）
◎難易度☆☆☆
都立大崎高校

決算特別委員会
決算特別委員会報告②
報告②

衛生費
約 105.4 億円
産業経済費 約 22.5 憶円

健診・健康等、商工業振興等。
前号に引き続き、２回目の今号は、決算
特別委員会（11/4～21。25 年度歳入・歳出
の審議）のうち、歳出：衛生費・産業経済費・
民生費の一部をご報告します。
質疑の一部を４回でご報告します。
※私の質問は、339 号に掲載します。
Ｑ：他議員の質問
Ａ：区の答弁
◎平成 25 年度決算額 ☆私のｺﾒﾝﾄ
☆私のｺﾒﾝﾄ

Q：《子どもたちの声に
ついて》
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞや学校・保育園周
辺での子どもたちの声が騒
音という苦情への対応につ
いて区はどう考えるか。
A：子どもの声の騒音の苦情は、それぞれ
の施設で対応しているので、環境課に
は、入ってこない。野球場の騒音は、
具体的に騒音をはかって、消音材など
施設で対応できることがあるかも考え
ている。警察との連携は、声の騒音だ
けでなく、他の件も連携している。ま
た、夜中のｶﾗｵｹ騒音の通報が非常に多
いので、連携している。

☆東京都の環境保護条例には「何人（なんびと）も」と
いう部分があり、どのような人も（子どもも）いろいろ
な規制から除外できません。そのため、この条例にも
とづく保育園や公園の子どもの声に対する苦情が増
えています。そのため、都は「子ども（小学校就学前）
及び子どもとともにいる保育者が発する声等の音」
を騒音数値規制の対象外とするよう、見直
しを検討しています。保育園等の施
設と地域の方々との相互理解のため
に担当部署は連携を密にするべきです。

Q：《地域猫（飼い主のいない猫）について》
区への相談は？
A.「不妊・去勢手術のための区の助成を受けたい」、
「近所でえさやりの理解が得られない」など。
◎猫の不妊・去勢手術費助成 454 万円
Q：《中小企業融資あっせん事業》 中小の飲食業に
ついて融資の制度の扱いをよくするというが。
A.区の融資制度を商店の商売の方からご相談があ
った場合でも柔軟にしっかり対応し
ていく。
◎中小企業事業資金融資あっせん
５億 4496 万円

高橋しんじプロフィール

高 橋しんじ 事 務所
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：
検索

品川区 高橋しんじ

☆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。

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』（22
（22 年 12 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

ちょっとした話ながわ
◇都立大崎高校、全国 1 位！

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

４階

☆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(郵
送他)
送他)いたします。ご連絡ください。

決算特別委員会
決算特別委員会報告②
報告②
-民生費-

子育て、障害者・高齢者福祉等
約６０４．７億円
☆歳出全体の 46.5％を占めます

Q：《生活保護費について》
平成 25 年度の不正受給額は？
A：53 件で総額は、4670 万円あったが、その
うち 900 万円が回収されて、不正受給は、
46 件で 3770 万円である。
◎生活保護費 126 億 3304 万円
☆生活保護費受給者は、生活扶助費で延約 10
万人、医療扶助費で延 138,000 人です。不
正は、一部ですが、区として不正を許さない厳
格な姿勢で取り組むことと、受給者への自立
支援事業を進め、就労による保護廃止などに
つなげることを求めます。

Q：《民生委員について》
①平成 25 年度は改選期だったが定数を増員で
きたか。また、その定数を確保できたか。②委
員の平均年齢は。③定年 73 歳
で辞めなければならないが。
④民生委員が訪問するところは。
⑤ﾄﾗﾌﾞﾙについての報告は。
A.①３人増やして 299 人。欠員数は、（平成
26 年）10 月 1 日現在 24 名。ただ、平成 25
年は 36 人の欠員だったので 10 名追加でき
た。②64.89 歳。60 歳から３期９年位やっ
て頂きたい。③定年は国の決まりで区独自
で決められないが、延長の要望を出した。
クイズの答え：
クイズの答え：④ 全国高等学校鉄
道模型ｺﾝﾃｽﾄ（119 校参加、「鉄（＝
鉄道ﾌｧﾝの意味）の甲子園」です）で最
優秀をとりました（「ちょっとした話
ながわ」参照）。一畳のボード上にﾚ
ｲｱｳﾄした模型は世界遺産の橋や建物
などの細部まで紙で作られていたそ
うです。このｺﾝﾃｽﾄでは、昨年も上位
賞を受賞しています。

ﾍﾟｰﾊﾟｰｼﾞｵﾗﾏ部が全国高等学校鉄道模型ｺﾝﾃｽ
ﾄ（119 校参加）の一畳ﾚｲｱｳﾄ部門『紙で再現！世
界遺産ﾚｰﾃｨｯｼｭ鉄道ｱﾙﾌﾞﾗ線』
で最優秀賞を 受賞しました。
ﾓｼﾞｭｰﾙ部門でも 1964 年の銀
座を再現し（写真）、『理事
長特別賞』を受賞しました。
※ﾍﾟｰﾊﾟｰｼﾞｵﾗﾏ＝紙で、風
景など（ここでは鉄道・
建物等）を忠実に再現する。
④幅広く弱者のための活動をしている。低所
得者世帯・高齢者世帯・母子家庭・児童妊
産婦のいる家庭の把握など。⑤地域の困っ
ている方への対応の仕方で悩んでいる場
合が多くある。◎民生委員経費 4886 万円
☆幅広く地域福祉に関する活動をされていま
す。必要に応じて関係機関へもつなぎます。厚
労大臣が委嘱する無報酬の特別公務員で
す。有難うございます。本当にお疲れ様です！
Q：《事業所内保育所》 社会貢献活動と
して、2，3 の企業が共同で持てないか。
A：27 年 4 月からの子ども子育て新制度では、
定員のうち（品川区の）地域枠を従業員枠
と別に設けると、国の認可事業となる。
１施設が認可事業に移行の希望がある。
☆区は、民間活力を取り入れて、保育所開設を
実施していますが、さらに企業による事業所
内保育所も活用して待機児童に対応していく
ことを求めます。

Q：《区立品川介護福祉専門学校について》
①修学資金の貸付（2 年分の授業料 180 万円）
について。②返済免除はこれまで何人か。
A：①在学中の人はほぼ貸付申請している。
②３年間区内施設で従事すると返済免除
となる。これまで全額免除となったのは
226 人いる。
◎品川介護福祉専門学校修学資金
品川介護福祉専門学校修学資金
貸付 119 件
3596 万円（過去からの
万円（過去からのの合計
（過去からのの合計）
の合計）

月・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 火
京急青物横丁駅前
◎『区政報告』
『区政報告』をお配りしています。
『区政報告』
木 ＪＲ大森駅前
◎議会等の事情で変更する場合があります。 金 京急立会川駅前
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00-9:30 頃

