☆☆ 品川区イズ ☆☆

第１節

◇どの年齢の人口が多いかな？
次の品川区の乳幼児、青少年等の年齢の人
口（平成 27 年 1/1 現在）を多い順に並べ替
えて下さい。
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ちょっとした話ながわ
空き家から出火！小学生避難
◇区立浜川小学校 近隣で空き家火事
6/4（木）正午頃、南大井 5－9－6 付近（立
会川駅から約 100m）の空き家から出火。２階
建て住宅と周辺ｱﾊﾟｰﾄ等７棟約 270 ㎡が全半焼
しました。浜川小学校の正門前数ｍの商店街
も被害を受けました。通行人の女性が煙を吸
う軽傷。浜川小学校の児童約 400 人と隣接する
浜川幼稚園児約 70 人にけがはありませんでした。
児童は、校庭に集合。煙がひどかったため
付近の公園に避難。そこから隣接する大井第
一地域ｾﾝﾀｰ体育館に移動し、待機。昼食のた

☆ この小学校では、校庭から公園への避難も
毎年訓練していました。訓練どおりに児童は、
落ち着いて避難できたとの事です。当日、校長
先生は、引率で遠方に出張中でしたが、急遽
学校へ向かい、携帯電話で副校長先生と密
接に連絡を取り合い、その指示で教職員も機
敏に行動しました。児童の避難から引き取り、
帰宅までの中で避難訓練が活かされ、教職員
の対応も適切でした。
今回の経験と課題が今後の指導にさらに活
かされると思います。一方、出火元が空き家で
す。懸念されたことが実際に発生しました。区
に実効性のある空き家対策を求めます。

めに学校から給食（ﾄﾞﾗｲｶﾚｰと牛乳）を運び、
教員らがおにぎりにして配布し、一息。
その後、ﾒｰﾙ配信で保護者が引き取りに来
て下校。残った児童は、学校に戻り、集団下
校しました。
幼稚園児は、園舎（学校と同じ敷地内）に
待機し、保護者が引き取りました。
火災当日、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰやﾎﾟﾝﾌﾟ車 33 台が出動。
付近は通行止めとなり、騒然となりました。
初期消火には、教職員が活躍し、消防署か
ら感謝状が授与されるそうです。ただ、学校
には、煙がかなり入り込み、何日も焦げた臭
いが残っていました。
被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。

※
翌日：多くの署員が現場検証
出火元⇒は全焼

◎出火原因は、放火・漏電
など現在調査中です。
学校⇒と延焼棟※は隣接
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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。

平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58票差）のご支持を頂き、現在３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 年初当選（2541 票）、平成 23 年 5232
票（１位）。

『議員力検定１級』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

ズ
◇職場の備品をﾈｯﾄｵｰｸｼｮﾝ販売
発行者 高橋しんじ
〒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。

都は、職場の備品を 10 年以上にわたってｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄｵｰｸｼｮﾝなどで販売していたとして、多摩職業
能力開発ｾﾝﾀｰ（昭島市）の主事（40）を懲戒免
職とした。この主事は、機械加工の指導員を務
めていた 10 年間以上、測定機器やﾄﾞﾘﾙの刃など
を繰り返しﾈｯﾄｵｰｸｼｮﾝなどで販売。判明している
だけで、459 件、総額約 120 万円の利益を得て
いたという。主事は「ﾊﾟﾁｽﾛなどの遊興費ででき
た借金返済にあてた」と説明しているという。
☆言語道断です。
参考：5/30
参考：5/30 読売新聞

◇認可保育園・地域型保育事業（※１）・認証保育所（※２）を合わせた定員数・園児数
年度 ０－５歳児
定員
園児数
人口に対する定員
入園率
人口
Ａ
Ｂ
Ｃ
の割合 Ｂ/Ａ
Ｃ/Ａ
２４
１７，０１０
6,305
6,493
３７．１％
３８．２％
２５
１７，７７６
6,844
6,901
３８．５％
３８．８％
２６
１８，３５９
7,279
7,503
３９．６％
４０．９％
２７
１８，８７４
7,649
7,991
４０．５％
４２．３％
27 年：認可保育園のみの入園率 6,921 人（入園者数）/18,874（0－5 歳人口）
＝３６．７％
☆区は、待機児童対策を緊急課題として取り
※１地域型保育事業－定員６～19 人、定
組み、認可保育園の増設他、様々な政策を
員 5 人以下、事業所内保育所、等の
実施し、定員（Ｂ）の拡大、定員の弾力化（定
少人数の保育を行う施設（0～2 歳）
員以上入所させる）等、行ってきましたが（５
※２認証保育所－国の基準とは別に東京
年間で約 3,000 人）、入所希望者の増加に
都が独自に定めた要件を満たす保育
施設。
対応できず、待機児童は増加しています。
◇新規入園申込者等の状況 認可保育園と地域型保育事業
年度
２５
２６
２７

新規申込者
入園児
待機児童(4
待機児童(4 月)
２，０２１ １，５８４
６２
２，４８３ １，７０６
１２８
２，７９９
１，７８４
２１５
▽数値は各年度４月入所の状況です

☆東京 23 区のうち 18 区の待機児童調査
（日経新聞）によると、昨年より減ったの
は、10 区、増えたのは、品川区をはじめ
８区です。
用地確保、開設民間業者を誘致する際
の他自治体との競争など、解決すべき難
クイズの答え：
クイズの答え：④24 歳 4,359 人⇒①０
歳 3,394 人⇒②５歳 2,838 人⇒③14
人⇒③14 歳
2,298 人 平成 24 年から０歳人口が
3,000 人を超えています。他の自治体
から子育てのために転居される方も多
く、また、女性の就労状況の変化・社
会進出などにより、保育園利用希望者
は、増加し続けています。

《内訳》
０歳＝ 36 人
１歳＝125 人
２歳＝ 47 人
３歳＝７人
４歳＝０人
５歳＝０人

しい課題もありますが、
現実にお困りの多くの区民の方々のﾆｰｽﾞ
に応えるスピード感のある施策を今後も強
く求めて参ります。
表：『平成 27 年度 子ども未来部
事務事業概要』より

☆6/20（土）21 時～『出没!ｱﾄﾞ街ｯｸ天国』は青物横丁特集です
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

