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◇「お・か・し・も」って？
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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
高橋 しんじ

6/14 に 6/4 の火災で区立浜川小（南大井４
丁目）が消火活動に協力したことで大井消防
署から感謝状が授与されました。石川署長さ
んは、「皆さんが訓練と同様に『お・か・し・も』
（注：避難時の心構えをまとめた標語）をし
っかり守って、安全に行動でき、大変すばら
しいです！」と挨拶しました。さて、このう
ち「お・か・し」は、下の意味ですが、最後の「も」
は、どんな行
動のことでし
ょうか？
◎難易度
☆☆☆☆
補正予算
＝年度の途中で当初予算
を修正した予算。景気対策や突発的災害、その
他の事情のために新たな事業を追加すること
が多いです。ほぼ定例会ごとに組まれます
キーワード

◇第 2 回定例会 6/25 ｽﾀｰﾄ（～7/8）
区議会は、年 4 回(2 月・6 月・9 月・11 月)
定期的に開催される「定例会」
「定例会」と、必要に応じ
「定例会」
て開催される「臨時会
「臨時会」
「臨時会 」（選挙後の 5/26・27
に開催されました）があります。
区が本会議に提出した議案は、５つの委員会
で審議されます。また、本会議では、議員によ
る一般質問が行われます。
今号は、今定例会に区が提出した議案のう
ち、４億 2,713 万円を追加する補正予算（※）案
（「６月補正」といいます）の一部をご説明し
ます。この案を議会が審議します。

目的：英検受験による、学
目的
習意欲喚起、英語力の確認、
試験結果の学習指導への活
用など◎予算額：
◎予算額：899
◎予算額：899万円
899万円
参考：【英検】
対象
級
6年生
5級：中学校初級程度
5級：中学校初級程度
7～9年生 4級：中学校中級程度
3級：中学校卒業程度
準2級：高校中級程度

受験料
1500円
1500円
1600円
2800円
4100円

４億2,713万円
◇2020東京五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連
◇防災対策
▽中学校におけるｵﾝﾗｲﾝ英語ﾚｯｽﾝ
既にﾀﾌﾞﾚｯﾄﾊﾟｿｺﾝを導入している中学校か
らﾓﾃﾞﾙ校を選定し、授業で外国人講師と生
徒をｵﾝﾗｲﾝでつなげ、ﾏﾝﾂｰﾏﾝの英語ﾚｯｽﾝを
行います。◎予算額：
予算額：266
予算額：266万円
266万円
時期：９月～28年3月
時期
対象：8年生（中2）170人
対象
ﾓﾃﾞﾙ校：浜川中、大崎中
ﾓﾃﾞﾙ校
▽実用英語技能検定（英検）受験料全額助成
区立小中学校在籍6～9年生（小6～中3）の
うち希望する児童生徒に対し、英検受験料
を毎年１回ずつ全額区が助成
毎年１回ずつ全額区が助成する。
毎年１回ずつ全額区が助成
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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。

▽防災学校の開校
平成28年3月の「し
ながわ防災体験館
（仮称）」のﾘﾆｭｰｱﾙｵｰ
ﾌﾟﾝに合わせ開校。防災区民組織や事業
所、区民等を対象に特性に応じたｺｰｽを
設定し、実技と教材により知識・技術を
取得。「しながわ防災体験館」も活用す
る。
◎予算額：2365
◎予算額：2365万円
2365万円

高橋しんじプロフィール

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
◇新宿駅新南口の表示？

発行者 高橋しんじ
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☆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。

◇子育て・待機児童対策
▽公園における保育園整備の検討
保育園開設が可能な公園を調査・選定。
開設施設（予定）：定員90人
延べ床面積 約1,000㎡
◎予算額：630
◎予算額：630万円
630万円
☆国家戦略特区の追加規制緩和策として公園内
における保育所設置の検討が進められていま
す。待機児童対策として区内公園における保育
所設置を検討します。注：公園内への建築物建
設は法律によって制限されています。

◇その他
▽しながわＷｉ-Ｆｉｽﾎﾟｯﾄの整備 ◎予算額6620
◎予算額6620万円
6620万円
１．外国人旅行者等へのPRのため２基設置
大井町駅西口（街路灯）と東口（きゅりあん）
７月下旬運用開始予定

～ﾊﾞﾗﾊﾞﾗ表記統一作戦～
外国人旅行者が鉄道の利用等
で迷わないよう、都は路線名等
の案内表記の統一に乗り出す。都内の駅周辺で
は、英語とﾛｰﾏ字が混在。まず、国内最大級のﾀｰ
ﾐﾅﾙ新宿駅について鉄道各社等の事業者の協議
会を設置。2020 五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向け、「迷わ
ない駅」を目指す。☆新宿駅「新南口」の表記は、
「 Shin South Gate 」 、 「 Shin-Minami Entrance 」 、
「New South Exit」と様々です。わかりにくいです！
区内でも表記の課題があります。 参考 6/12 読売
２．災害時における安否確認の手段確保
避難場所の大規模公園に計８基設置
設置場所：しながわ中央公園、
戸越公園、
設置場所
文庫の森、しながわ区民公
園、東品川海上公園、天王洲
公園
12月運用開始予定
Wi-Fi ｽﾎﾟｯﾄ（ﾜｲﾌｧｲｽﾎﾟｯﾄ）
＝店舗や公共の空間などで
無線LANによるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続が可能な場所。ﾉｰﾄﾊﾟ
ｿｺやｽﾏｰﾄﾌｫﾝ、携帯ゲーム機等で利用できます。
キーワード

▽ｳｵｰｷﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ「私の散歩道」改訂
ｽﾏﾎ用ｱﾌﾟﾘでｶﾛﾘｰ計算と観光案内
を表示
◎予算額：380
◎予算額：380万円
380万円
▽空き家活用ﾓﾃﾞﾙ事業
区事業への活用、「産学官」協働活用
◎予算額：709
◎予算額：709万円
709万円

ちょっとした話ながわ
◇介護入所施設 23 区で約 5 万人不足
◇雨水ます用ポイ捨てステッカー
作成・設置

『日本創成会議』（民間有識者会議）が 6/4
に発表した試算は、2025 年に都内のほぼ全域で
介護入所施設が大幅に不足すると指摘。現状で
約 1 万 7 千人分が不足している。23 区では、25
年に約 4 万 2 千人に拡大、40 年に約 5 万人を超
える見通し。同会議は、解決策の柱として地方
への移住を提言。23 区の南部（品川・大田）では、
25 年に約 5700 人分、40 年に約 8400 人分不
足すると試算される（全国平均を満たすために
定員との差）。
参考：6/5
参考：6/5 朝日新聞他
☆急速に進行する高齢化への対応は、品川区でも
重要課題の一つです。現在の特別養護老人ﾎｰ
ﾑ建設計画に加えて、在宅介護充実、介護の担
い手拡大など様々な施策が必要です。

道路上の雨水ます（写
真）にﾀﾊﾞｺの吸い殻等を
捨てる人が後を絶たな
い。また、生活習慣の違
う外国人旅行客が増えて
いる現状から、外国人の
ﾎﾟｲ捨てが増えることも懸念される。
そこで、日本人だけでなく外国人にも分かり
やすいｽﾃｯｶｰ（⇒）を設置し、雨水ます周辺のｺ
ﾝｸﾘｰﾄ部分に貼り、ﾎﾟｲ捨て禁止を周知する。
☆6 月の補正予算に計上されました。 8 月頃に設
置予定。予算額：
予算額：100
（区資料より）
予算額：100 万円
クイズの答え：
「も どらない」
クイズの答え：
標語は地域や教える学校によって一部
差異がありますが、基本的には焦らず、
冷静に行動・判断を促すよ
う教えています。「も」＝「（荷
◎『区政報告』
『区政報告』をお配りしています。
『区政報告』
物を）持たない」という場合や
◎議会等の事情で変更する場合があります。
「おは（走らない）しもて（低学
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
年優先）」等もあります。

月・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 火
京急青物横丁駅前
木 ＪＲ大森駅前
金 京急立会川駅前
☆ 各 7:00-9:30 頃

