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23 区人口 転入超過

No.
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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

決算特別委員会報告④
―私の質問―

勝島地区に約 350 戸の公務員住宅、民間ﾏ
ﾝｼｮﾝ約 800 戸など、合わせて約 1200 戸が
建 設 予 定 、あるい は入 居 済 みである。 保 育
園、学校等影響がある。①このようなﾏﾝｼｮﾝ
等の情報を早めに把握できるのか。②また、
人口急増対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄなどを立ち上げて先
手を打って施策計画を立ててはどうか。
A.①建物の延べ面積 2000 ㎡以上、5000 ㎡以上、そ
れぞれ庁内の関係部署で建築物の件数、戸数に
ついて情報共有している。100％把握できてい
る。②企画部門で情報を積極的に取りながら、
関係部署と共有し、どういう施策をとるか参考
にしている。
☆品川区で人口増加への対応が後手に回って、保育
所など、区民ｻｰﾋﾞｽに影響が出ている地域がありま
す。人口推計等を把握・共有し、施策は、先手を！
大井第一地域ｾﾝﾀｰ前の交差点。見通しがき
かないため、歩行者・自転車とも危険。さらな
る対応を。また、南大井 4 丁目からｾﾝﾀｰ側
へ横断歩道を渡る時の信号が非常に複雑。
A.再度、現場実査をし、信号の状況
を確認して対応したい。

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：

品川区 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。

4％増

総務省が発表した 2014 年の人口移動報告
で、23 区への転入超過数は、約 6 万 4 千人で
前年比４％増。他府県から生産年齢人口（15
～64 歳）を吸い寄せています。また、都民の
間でも都心への移動が進んでいる傾向です。次
の区を転入超過数の多い順に並び替えて下
さい。※転入超過数＝転入者数－転出者数
①江東区 ②大田区
③中央区 ④品川区
⑤足立区
◎難易度 ☆☆☆☆
前号に引き続き、決算特別委員会（11/4～
21。25 年度歳入・歳出決算の審議）のうち、
私の質問の一部をご報告します。
Ｑ：私
Ａ：区の答弁
Ｑ：私の質問
◎平成 25 年度決算額 ☆私のｺﾒﾝﾄ
☆私のｺﾒﾝﾄ

社会福祉法人（注）の許認可
権が都から区に移管された。地方への
権限移譲の例である。そのﾒﾘｯﾄは？
A．区が直接、社会福祉法人を指導・検査
することにより、利用者の処遇向上が
図られる。 ☆きちんとした指導・監督を！
注 社会福祉法人：障害者・高齢者等の
福祉施設や保育園などを運営する法人
①区民健康づくりﾌﾟﾗﾝ策定以降１０
年たった。区民の健康に対する意識の
変化、健康寿命の変化について。②他
自治体と比較して品川区民の健康状
態はどのような位置にあるか。
A.① 成 果 に つ い て 数 字 で は な か な
か出しづらい。地域の健康づくり
が根付いたのが成果。②がん検診の
死亡者数は 23 区のほぼ平均。
☆区民の健康度の目標数値の設定を！

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』（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
◇品川区 27 年度予算案決まりました！

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

1520 億円（前年度当初比 3.3％増）
《主な事業》☆概要は次号からご報告します。
・定員 200 人の保育所設置（28 年開業予定）
・ﾍﾘﾎﾟｰﾄ機能を持つ防災拠点整備
・大崎駅西口ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ整備

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。

決算特別委員会報告④
―私の質問―

①電子黒板（⇒）が日光のために映像が見
えにくい。授業に支障がある。遮光ｶｰﾃﾝ
を教室に設置するべき。②ある学校でﾀﾌﾞ
ﾚｯﾄﾊﾟｿｺﾝをｸﾗｽ全員が同時に使ったら、
数人がつながらなかったという。校内無線
LAN に不具合があるのでは？改善を。
A.①学校からそのような声は上がっていない。通
常のｶｰﾃﾝで間いなく行われている。
本会議でも答弁したが特別な対応は
今のところ考えていない。②当初は、
そういう声も聴いた。その都度、整
備を進めている。授業に支障のない
ように進めたい。
注 電子黒板：ﾊﾟｿｺﾝ等と接続し、映像等を映す
◎学校 ITC 化経費 26 年度 小学校 3 億 1594 万円
中学校
7929 万円
☆①この質問の後に教育委員会は、各学校に電子
黒板の映り具合を調査し、日光等で見えにくい教
室には、遮光ｶｰﾃﾝを設置しました。要望実現です
浜川小、鮫浜小、浜川中で地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
を派遣する仕組みづくりをﾓﾃﾞﾙ地区とし
て実施しているというが（26 年度）。
A.文科省の研究委託事業。この地区の学校にｺｰﾃﾞ
ｨﾈｰﾀｰ役の方を配置して、この方が土曜授業等
に地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの方を募集するなどを行う。

◇議会が開催されます！
・２月
２月 18 日～３月 27 日
予算案審議の予算特別委員会も開催
☆一部駅頭で区政報告配布のお休み・時間の
変更があります。ご了承ください。
・立会川の工事について
・障害者の就労について
・先端産業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 他
予算書の作成について。私立幼稚園は総
務費、区立幼稚園は教育費、保育園は民
生費と款（かん）が分かれて掲載されてい
る。子育て事業は、組織を一体化して進
めているのに予
算書は、ﾊﾞﾗﾊﾞﾗ
でわかりにくい。
区民にわかりや
すい予算書に。
A.予算にとらわれないで効率的な事務執
行をするという観点では、予算と事業運
営は錯綜することがある。成果報告書で
は事業部別に全体的に表している。
◎予算書作成等 300 万円
注 予算書：
：写真。A4 ｻｲｽﾞ、厚さ 2.5 ㎝
☆役所のﾀﾃ割りの典型です。事業の執行状
況を把握し、議会で議論するには、「子育
て」等、事業ごとの予算・決算がわかるよう
な形式の予算書を求めます。
『品川区史』（写真）は、読みやすく、内
容も充実しているが、歴
史的価値が高い 40 年前
発行の区史のように研究
者が研究に利用できる史
書の編集も求めます。
A.前区史の良さを今後どのよ
うにするか内部で検討する。
◎品川区史編纂（へんさん）
◎品川区史編纂（へんさん）経費
編纂（へんさん）経費 2374 万円

クイズの答え：
クイズの答え：転入超過数のﾍﾞｽﾄ 10
は、②大田区
②大田区 5907 人⇒①江東区
①江東区 4718
人⇒③中央区
③中央区 4509 人⇒世田谷区⇒港
区⇒⑤足立区
⑤足立区 3654 人⇒墨田区⇒板橋
区⇒杉並区⇒10 位④品川区 2807 人
伸び率は、中央区、千代田区が高水準

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

