☆☆ 品川区イズ ☆☆
大井競馬で歴代最高馬券
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※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

平成 27 年度予算概要Ⅱ
･643 億 6184 万円
歳出
・歳出の４６％を占める
最大の分野です
☆子育て、高齢者・障害者福祉、
子育て、高齢者・障害者福祉、
生活保護等

【待機児童対策（一部）】709 人の受入拡大
区立保育園開設・定員拡大等
計 124 人
私立保育園（６園）・認証保育
所（３園）の新規開設支援
計 458 人
私立保育園－定員拡大
３園 26 人
小規模保育事業等（家庭的保
計 101 人
育１・小規模保育２・事業所内
保育４）開設・定員拡大
※27 年度は、709 人の
受入れ拡大予定です。
☆以下、保育園等の経費・助成の状況（一部）。
◇区立保育園運営費（38 園、定員 3816 人）職員
713 人。給与･運営費等
◎82 億 4436 万円
区立幼保一体施設（幼稚園と保育園が一体）
運営費－３園（除:人件費） ◎５億
億 9919 万円
◇区内私立保育園経費－運営費助成（32 園）、保
育従事職員待遇改善等
◎51 億 4448 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 9524 万円
◇小規模保育事業等運営費助成等－自宅・事業
所等で少人数を保育 ◎７億 3112 万円
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☆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。

2/23、大井競馬場（勝島２丁目）で地方
競馬史上最高額の万馬券が飛び出しました。
指定された３レースの 1，2 着馬を順番通り
当てる「ﾄﾘﾌﾟﾙ馬単」で 2 人が的中しました。
さて、最低購入額
最低購入額 50 円で、払戻金は、いく
らだったでしょうか？
①約 1400 万円
②約 3400 万円
③約 5400 万円
④約 7400 万円
◎難易度☆☆
◇大規模保育施設新規開設
－200 人以上の大規模保育施設開設のた
めの調査
◎100 万円
・場所:広町２丁目（劇団四季前の区有地）
・開設予定：平成 28 年 4 月以降
◇保育士資格所持者の再就職支援－ｾﾐﾅｰ・
実習を行い、就業準備を支援 ◎72 万円
◇保育従事職員家賃等補助事業－借り上げ
住宅を提供し、家賃を補助 ◎4305 万円
☆区は、22～26 年度の５ヵ年で 2,979 人
の受入れ拡大していますが、昨年度同様、保
育需要の増大が続いており、27 年度 4/1
時での待機児童ｾﾞﾛは実現できない状況で
す。緊急課題ですので、今後も２７年度早期
の対策を区に強く要望して参ります。
◇特別養護老人ホーム整備
平塚橋会館跡（西中延１丁目）19
19 億 276 万円
上大崎 3 丁目
12 億 8450 万円
◇南品川ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ浴室設置工事
近隣に公衆浴場がないため
◎4840 万円
◇ｱｰﾙﾌﾞﾘｭｯﾄ展 in しながわ水族館
障害者の芸術作品展を開催する
◎415 万円
注 ｱｰﾙﾌﾞﾘｭｯﾄ＝「生の芸術」という意味の
フランス語。正規の美術教育を受けて
いない人の絵画や造形。

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

・111 億 9442 万円
・歳出の 7.7％
☆区民検診・健康・環境・
ごみ処理等です。
小児夜間応急診療－医 1848 万円
師会・昭和大学委託
休日診療費－日祝・年 １億 1302 万円
末年始等医師会へ委託
不妊治療助成－所得制 3980 万円
限なし、助成は５年間 対象 845 組へ増
◇歯のクリーニング実施－40～70 歳ごとの
節目年齢を対象に成人歯科検診で汚れ
を除去する。
【新規】◎
◎1370 万円
◇飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等
助成拡大－ｵｽ 4000 円⇒5000 円、60 頭⇒
200 頭、ﾒｽ 8000 円⇒10000 円、200 頭⇒
400 頭 目的：地域ﾄﾗﾌﾞﾙ減少◎
◎570 万円
◇蚊の発生防止－感染症対策 ◎850 万円
健康ｾﾝﾀｰ事業（荏
1 億 1574 万円
原・品川）－運営・修繕 ☆運動施設です
費等
各種がん検診
６億 6215 億円
妊婦健康審査－検診
３億 0072
0072 万円
14 回、超音波検査１ ※歯科検診も有
回
予防接種一部助成
８億 140 万円
小児用肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ、 ※ Ｂ 型 肝 炎 ﾜ ｸ ﾁ ﾝ
子宮頸がん、BCG など
費用助成
◇航空機騒音調査等－羽田空港着陸ﾙｰﾄ
変更の影響調査の基礎資料◎
◎1600 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 ◎1371 万円
▽ごみ収集運搬作業費 ◎11 億 5674 万円
▽23 区共同の清掃事業－品川区は、
◎12 億 6496 万円の分担金を負担
万円

・26 億 206 万円
・歳出の 1.7％
☆観光、商工業振興策、
消費者対策等です。
◇品川の魅力発信－海外の日本博に区のﾌﾞ
ｰｽを出展し、来訪を促進する◎
◎366 万円
◇ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券発行助成－６億円分発
行（昨年は春４億と秋３億円発行）
◎1 億 3886 万円（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分
6000 万円他）
万円
☆国の補助金により、発行額が増加され
る可能性があります。
◇品川産業支援交流施設「SHIP」ｵｰﾌﾟﾝ－
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。ﾍﾞ
ﾝﾁｬｰ企業の交流・連携促進 ◎6875 万円
◇若者・女性・ｼﾙﾊﾞｰ世代の「働く」を支援
－就業体験（助成金支給）
、起業ｾﾐﾅｰ等
◎3873 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 5609 万円
◇商店街活性化推進事業－
調査隊による「おススメ
商品」発掘、
「商店街で英
語に触れよう！」など
◎1270 万円

クイズの答え：
クイズの答え：④7476 万 7615 円！大
変的中率の低い馬券で、前回開催中に的
中がなく、約 9000 万円のｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰが発
生していました。大井競馬は、品川区を
含めた 23 区の共同事業です。
25 年度は、
品川区の収入に 3 億 5282 万円が配分さ
れました。
参考：2/24 報知新聞等

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！！
☆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。

◇東品川公園改修工事 一時中止 その後
東品川公園（東品川 3-14-9）は、子ども達のｱ
ｲﾃﾞｨｱを活かした公園として整備する予定でした
が、土壌汚染が発見され、昨秋から工事が中断し
ています。現在、都・区の調査中ですが、27 年度
は、土壌汚染対策工事実施⇒公園工事再開 とい
う予定になっています。このため、オープンは、
当初の計画から大幅に遅れる
ことになります。ご迷惑をお
かけして申し訳ありません。
３月末に近隣の方々への今
後の工事の見込みなどの説明
会を実施します。

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
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

