☆☆ 品川区イズ ☆☆
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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

◇4/26 実施 品川区議会議員選挙
①４年前の区議選と比べて経
費削減できたか。②今回は、即日
開票（※ａ）だが、８年前の区議選は、
翌日開票だった。翌日開票の場合、
区の業務に対する影響は。③昨
年 10/5 に区長選（※ｂ）が行われた。経費節約
の点からも区議選と一緒に実施できないか。
Ａ：①投票用紙の読み取り分類機導入により、
従事職員 70 名削減で人件費分縮減。②翌日
開票の場合は、人件費等で約 300 万円削減
できるが、開票事務は約 200 名が従事するの
で職場の職員配置が手薄になる恐れがある。
選挙管理委員会としては、国の通達もあり、
投票日に開票している。③区長選と区議選を
一緒に実施すると投票事務や掲示板等で約
8000 万円経費削減できる。しかし、国の法
律で、「当該年の３月～５月に任期満了とな
る首長・議会議員選挙を４年に１度、４月に
統一して行うこと」になっているので、一緒
に行うことは大変困難である。
◎区長選・区議補欠選挙経費
（平成 26 年度）１億
年度）１億 8,027 万円
区議会議員選挙経費
1 億 8,012 万円

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。

2020 年東京五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸでは、品川区
でﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ、ﾎｯｹｰが開催されます。次の
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技を選手（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ）の数
が多い順に並び替えて下さい。
①ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（室内）
②ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ
③ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ
④ﾗｸﾞﾋﾞｰ
⑤ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
⑥ﾎｯｹｰ
◎難易度☆☆☆☆
◎難易度☆☆☆☆
☆６月 25・26 日に第２回定例会本会議が開催
されました。各 20 分ずつ計 11 人の議員が一
般質問をしました。私は一般質問の順番では
ありませんでした。前号と今号で他の議員の
質問（一部）をご報告します。Ｑ
Ｑ:他の議員
の質問 Ａ:区側答弁 ☆:私のコメント
ａ．即日開票＝投票日の投票
終了後に開票をすること。
選挙結果が速やかにわかるという利点が
ある。しかし、休日に従事する（深夜に及
ぶこともある）職員に多額の超過勤務手当
が必要となる。一方、投票翌日（月曜日）
の開票（＝翌日開票）は、超過勤務手当は
不要だが、開票作業に人手を取られ、通常
業務に支障が出るという問題があります。
ｂ．区長選＝通常４年に１度、区議選と一
緒に行う。品川区では、前区長が、任期満
了前年の平成 18 年８月に死去。10 月に区
長選が行われ、以来、区議選の半年前に実
施。投票率がとても低く、大きな課題です。

キーワード

◇10 月からﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知
ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制の周知・広報の予定は。
Ａ：『広報しながわ』で特集記事を掲載する。
町会長や民生委員への説明も予定。９月から
区独自のｺｰﾙｾﾝﾀｰを開設する。様々な取り組
みで十分周知を図る。☆ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制について
は『しんじ新聞』で改めて、ご説明する予定です。

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

ちょっとした話ながわ
◇浜川中、大崎中女子ﾊﾞﾚｰ部、
都大会出場！
発行者 高橋しんじ
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

東京都中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会
（7/20～）に品川区代表として出場。
浜川中学校（東大井３丁目）・伊藤学園
（大井 5 丁目）⇒惜しくも 1 回戦敗退
大崎中学校（西品川３丁目）⇒ベスト 16

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。

◇多彩な子育て支援を
働きながらの子育て、在
宅子育ての両方の支援について。
現在のﾒﾆｭｰを整理し、情報提供
方法は、紙媒体に加え、ｽﾏﾎやｱ
ﾌﾟﾘ等で分かりやすく提示を。
Ａ：現在、妊娠・出産・育児の切れ目のない相
談支援の新たな仕組みを「しながわネウボラ
（※）ネットワーク」として検討中（予算額：
205 万円）。子育て情報提供は、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや子
育て情報冊子に加え、ｽﾏﾎでの提供について 27
年度補正予算に計上した（予算額：900 万円）。
ネウボラ＝ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ語で「アド
バイスの場所」｡妊娠期から
就学前にかけての子ども家
族を対象とする支援制度｡日本では、妊娠中は病
院で検診、出産後は保健所等で乳児検診。育児
などの悩みは子育て支援ｾﾝﾀｰ等に行く。ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ
のﾈｳﾎﾞﾗでは、妊娠中も出産後も検診は同じ場所
で受けられ（保健師＝ネウボラおばさんが常駐
して支援）、小学校に上がるまで必要な支援をﾜ
ﾝｽﾄｯﾌﾟ（1 ヶ所）で得られる。ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞでは、全
自治体に設置。日本でも導入する自治体が増加。
キーワード

◇すまいるｽｸｰﾙ利用時間延長を
多くの区民要望と子どもに
関する事件増加の観点から、検討
課題の一つという位置づけから今
一歩進めてもらいたい。
クイズの答え：
クイズの答え：④ラグビー15
④ラグビー15 人⇒
⑥ホッケー11
⑥ホッケー11 人⇒
③ハンドボール 7 人⇒
①バレーボール６人⇒
⑤バスケットボール５人
⇒②ビーチバレーボール ２人

◇品川レディース、
東京都女子学童軟式野球大会優勝！
NPB ｶﾞｰﾙｽﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ（全国大会、8/8～）に東
京都代表として出場します。区内少年野球連
盟ﾁｰﾑで活躍している女子小学生達から選抜
された選手で構成されたﾁｰﾑです。ｶﾞﾝﾊﾞﾚ！

Ａ：社会環境の変化により保護者の要望
が増加していること等に鑑（かんが）み、
財政負担なども考慮して、近々結論を出すべ
く鋭意検討しているところ。
注すまいるｽｸｰﾙ…授業終了後の小学校施設を
活用した子どもの居場所。学びと遊びを通じ
て子どもを見守っています。登録費用：年間
1200 円（保険料含）。利用時間：午後 6 時まで。
全小学校で実施。 ◎予算額 11 億 8609 万円
☆国や都からの補助金がほとんどない事業です。区
の財政負担は大きいので、利用者の受益者負担
も総合的に判断して、利用時間の延長を。

◇病児保育
区は「病児保育は、（ｷｬﾝｾﾙも
多く）需要に対応できている」という。
しかし、ﾆｰｽﾞは、高く、予約がとれな
い状況である。予約方法等の改善や
定員を拡大した受け付け数の弾力的運用を。
Ａ:膨大なｷｬﾝｾﾙが発生する現状から、前日予約
という提案は、傾聴すべきと考えるが、早め
に予約したい等の希望があるので検討する。
定員を超えた予約は、ｷｬﾝｾﾙが無かった場合に
混乱が生じるので困難である。今後の病児保
育の展開は、子育てのｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄとして必要不
可欠と考えるが、利用時期が集中することか
ら十分定員を確保するのは難しいのが現状。
注病児保育…保育園等に通園の子どもが病気の
ため、保護者が仕事を休めず、家庭で保育が
できない時に医療機関で一時的に預かる。
◎予算額:
予算額:病児保育 2 ヶ所 定員 8 人 1,899 万円

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

