☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇投票所に一番乗りすると…♪
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2015 年 4 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

どの選挙でも、投票所に一番
乗りすると特典があります。
さて、次のうちどれでしょうか。
①立会人から「１番」という証明
書をもらえる。
②投票用紙が機械からきちんと発行されたこ
とをｶﾒﾗで撮影してもらえる。
③空っぽの投票箱をのぞける。
④「投票がきちんと行えた」とサインできる。
◎難易度 ☆☆☆

平成２７年度 予算特別委員会

―土木費・衛生費
―土木費・衛生費―
・衛生費―
-私の質問◇27 年度 品川区予算 1520 億円
品川区の 27 年度予算案は 3/27 区議会で可決
しました。今号
今号は予算特別委員会（
今号は予算特別委員会（3/2
は予算特別委員会（3/23/2-17）
17）
での私の質問（一部）
での私の質問（一部）を
私の質問（一部）を
ご報告します。予算の概
ご報告します
略は、340～342 号をご参
照下さい。Ｑ
Ｑ 私の質問
Ａ 区側の答弁
☆ 私の考え
◎ 27 年度予算額
◇３月の予算特別委員会の様子
※両側は議員、⇒は区長
≪土木費≫【青物横丁の交差点の水たまり】
Ｑ: 青物横丁駅前の道路（都道）と元なぎさ
通りの交差点（『八潮高校入口』）は、雨が降
るとすぐに歩道に水たまりができて、歩行者
が苦労している。改善を。都の道路工事も、
浸水対策工事の様に都から区が受託すべき。
Ａ： 都の担当部署に連絡して、
都が先週（２月下旬）歩道の舗
装を貼り直し、勾配を確保（改
善）した。都と区の担当者ﾚﾍﾞﾙ
では、連携調整が取れている。
☆区内には都道がたくさんあり、都の整備が対
応出来ていない例が多い。都道の整備も都か
ら受託し、区が早期対応できる体制作りを！

高 橋しんじ 事 務所
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。

≪衛生費≫ 【健康センター】
Ｑ: 区の健康ｾﾝﾀｰは、区の施設として運営し
ているが、民間ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞが多々あるので、
（伊東や日光の）区民保養施設の様に民間
に貸し付けて（行革として）民営化検討を。
Ａ:指定管理制度（※）を導入して利用者も伸び
ている。◎健康ｾﾝﾀｰ１億
◎健康ｾﾝﾀｰ１億 1574 万円
（２ヶ所。
（２ヶ所。ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ的な施設です）
ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ的な施設です）
※区有施設の運営を民間業者に委託すること
☆指定管理者への委託では、あくまで、区立施設で
す。ここは民営化できる典型的な施設です。行革
の視点を！質問と答弁がかみ合いませんでした…
≪土木費≫Ｑ: ①大井町駅東口（き
ゅりあん側）は、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰがない。
どのように考えるか。②区役所の防
災ｾﾝﾀｰ前の歩道の舗装がﾀｲﾙの様で雨
天時にすべって転倒した方がいる。改善を。
Ａ：①これから施設にﾋｱﾘﾝｸﾞして必要に応じて
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰに対する働きかけをしていく。☆高齢
者 ・ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ等 、皆 さん苦 労 しています。改 善
を！②調査して、対応を検討する。☆約 10
日後の３月下旬に工事実施、改善されました。

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
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《品川区議会議員選挙 投票率（％）》

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。

―教育費
―教育費・民生費・総務費―
・民生費・総務費―
≪教育費≫【グローバル人材育成塾】
Ｑ: 平成 26 年度実施のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
人材育成塾の課題について。
Ａ：当初 495 名参加申し込みがあったが、２月末
現在で 399 人。約 100 名中断した。退塾理由と
して、ﾚﾍﾞﾙが低すぎる・高すぎる、部活と両立
できない等。課題を踏まえて次年度は改善して
いきたい。 ◎ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成塾 3000 万円
☆区実施の中学生対象の放課後授業。実践的
な英語のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力や国際感覚を身
に付けられる授業（無料，講師は外国人）。
会場は区内４中学（浜川中他）でどこでも受
講できる。26 年度は、課題があり、受講生の
不満も多かったので、きちんとした改善を求めます。
≪教育費≫ 【小４での宿泊研修】
Ｑ:浜川小と鈴ヶ森小で実施している４年生
の宿泊研修に対する教育委員会の評価は？
Ａ：４年生段階から宿泊行事を行うのは議論のあ
るところ。一つの選択肢として、学校の取り組
みを注視していく。
☆２校とも宿泊研修現場を見学させて頂きました。多
くの観点から大変有意義な行事です。他校でも！

≪総務費≫Ｑ: ①個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）は、来
年１月に交付される。報道によると国民の７割
が知らない。どのような準備ｽｹｼﾞｭｰﾙか。②地
域ｾﾝﾀｰで個人番号ｶｰﾄﾞを発行できないか。③具
体的にどのように PR 活動を行っていくのか。
Ａ：①27 年 10 月に個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）を皆さ
んに通知する。そのため、9/1 から、問い合わ
クイズの答え：
クイズの答え：③投票箱の中に何も
ないことを確認するという
特別任務があります。そ
して、住所・氏名をｻｲﾝし
ます。これを経験したい
ﾏﾆｱの方がいるようです♪

40.5

平成１１年 平成１５年 平成１９年 平成２３年

高橋慎司 （無所属）

〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

曇

晴

残念ながら投票率がもともと低いうえにどん
どん低下しています。
【日常生活（身の回りのこと
＝公園・学校…etc.）に関心もつ⇒政治とつながっ
ている⇒選挙に関心もつ】だと思います。
☆4/26（日）の選挙、とにかく行ってみましょう！

≪民生費≫【児童センター】
Ｑ: 待機児童対策は緊縛の課
題であるが、一方で、在宅子
育て家庭（０歳児 80％、1 歳
児 54％、2 歳児 50％）への支
援も重要。児童ｾﾝﾀｰ利用の若い保護者
の方からすると古くて、小さいお子様
を遊ばせるのは気が引ける、ﾄｲﾚや授乳
ｽﾍﾟｰｽ、男性ﾄｲﾚでおむつが替えられな
い、などの声がある。児童ｾﾝﾀｰのﾊｰﾄﾞ
面のために予算を少し回しては。
Ａ：児童ｾﾝﾀｰは、確かに古いところはある。
施設の環境が許す限り、おむつ替えシート
等設置しているが、男子ﾄｲﾚには難しい。皆
様が使いやすい児童ｾﾝﾀｰにするため、職員
の方からお声がけしたり、ｿﾌﾄ面での充実を
図って対応している。
◎児童ｾﾝﾀｰ運営費（25
◎児童ｾﾝﾀｰ運営費（25 館）12
館）12 億 1140 万円
うち、施設整備費 １億 4695 万円
☆「利用者 84 万人のうち約 58
％が乳幼児親子」（平成 25 年
度）という数字が示すように、地
域における子育て拠点として、
児童ｾﾝﾀｰの役割の重要度は増
しています。一層の設備充実を！
せ等のためにｺｰﾙｾﾝﾀｰを設置する。28 年１月に個
人番号カードの交付を区の防災ｾﾝﾀｰ３階のｽﾍﾟｰｽ
で行う予定。②１つしかｶｰﾄﾞが無いので、本庁で
集中的に行わざるを得ない。③できるだけわかり
やすく周知を深めていきたい。
◎個人番号カード経費１億 1080 万円
☆区には個人情報カードの利便性を含め、
しっかりと制度の周知を行う責任があり
ます。皆さんもｱﾝﾃﾅを。 マイナちゃん

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

