☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇高校生が就きたくない職業…
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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

全国高校 PTA 連合会とﾘｸﾙｰﾄによる『高
校生と保護者の進路に関する意識調査 2013』
では、
「就きたくない（なりたくない）職業」
の質問項目がありました。さて、そのベスト
３（ワースト３？）を選んで下さい。
①ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ ②政治家 ③教師
④医師・歯科医師・獣医
⑤主婦・主夫 ⑥公務員
⑦技術者・研究者
⑧保育士・幼稚園教諭
◎難易度☆☆☆☆

【風疹（ふうしん）対策について】
9/17.18 の第３回定例本会議の一般質問の
質疑応答の一部を前号からご報告してま
す。Ｑ：他議員の質問（１人 20 分×9 人）
※私は質問の順番ではありませんでした。
Ａ：区側の答弁（区長など部長以上の管理
職が答弁します。答弁も約 20 分）
☆:私のコメント
◎27 年度予算額

【旧東海道の観光ﾙｰﾄづくりを】

Ｑ：①風疹対策の施策の広範な
広報活動を積極的に行うべき。
②女性の健康診査、35 歳から
の健康診査に風疹抗体検査を
加えては。出産年齢が高年齢
化していること、検診対象者と風疹感受性
集団（感染しやすい）が重なっていることに
より、風疹に免疫を持たない人を捕捉（ほそ
く）できるまたとない機会である。
Ａ：①ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、区報だけでなく、戸籍
住民課、保健所等の窓口にﾎﾟｽﾀｰを掲示
し、すくすく赤ちゃん訪問や４ヶ月検
◎難易度☆☆☆☆
診等の機会をとらえて周知している。
②健康診査の中で実施するのではな
く、現在実施している事業の周知と予
防接種の接種率の向上に努める。

Ｑ：2 年後の 2017 年は、大政奉還（慶応 3 年
＝1867 年）から 150 周年という節目を生
かし、坂本龍馬像や再現され
た浜川砲台（注）を活用して、旧
東海道を北品川から泪（なみだ）
橋（浜川橋＝立会川にかかる橋）、
鈴ヶ森刑場跡までの新たな観光
ﾙｰﾄづくりを提案したいが。
【高齢者の地方移住について】
Ａ：区もｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催に当たり、
Ｑ：杉並区が南伊豆に特別養
競技場（＝大井ふ頭のﾎｯｹｰ＆ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶ
護老人ﾎｰﾑを開設、豊島区
ｰ会場）へ向かう多くの皆様に品川の魅力
が高齢者移住で秩父市と連
を知っていただけるように、観光協会を
携という記事を目にする。区
通じて「水辺とみどりと花めぐり」とい
の見解は。
うまち歩きﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを発行している。
Ａ：高齢者ご本人の希望を尊重すること
注 浜川砲台＝幕末に立会川河口付近に
はもとより、受け入れ側の理解も不可
あったとされる。約 700 万円の募
欠。区では、
「住み慣れた地域で暮らし
金により復元され、新浜川公園
続ける」を基本方針とし様々な施策を
（東大井２丁目）に設置します。
展開している。☆まず、区内での増設を。
完成披露式は 2015 年 11 月 1 日
（15 時～）の予定。歴史的資源
高橋しんじプロフィール
を有効活用し、旧東海道がにぎや
幕末のﾎｰｲｯｽﾙ砲 平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
かになることを切望します。

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： 品川区 高橋しんじ
検索
☆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。

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
◇ブックカフェ、北品川にｵｰﾌﾟﾝ
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
(郵送他)いたします。ご連絡下さい。
【在宅子育て支援】
Ｑ：０歳児 77％、1 歳児 53.7％、
2 歳児 49.1％が在宅で子育て
している。支援策に多面性がな
い。①ｵｱｼｽ（注）の増設と利
用時間制限の緩和を。②託児しながら講座が
受講できるような環境（ｽﾍﾟｰｽ）整備助成を。
Ａ：①学校行事など利用者に希望日が重複す
る場合が多いことから予約しにくい日が
あることは承知している。乳幼児人口の動
向を見極め検討していく。利用日数の制限
は、多くの方に御利用頂くためのもの。利
用者のﾆｰｽﾞや利用状況を勘案し、検討す
る。②託児費用の一部を補助しているので
この事業のご活用を。
ｵｱｼｽﾙｰﾑ＝在宅子育て
キーワード
をしている保護者の方の
ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ、通院、買い物、臨時的仕事等の
間、お子さんをお預かりし、子育て支援す
る。◎27 年度予算額１億 3700 万円（7 ヶ所）

【中小企業への事業承継支援について】
Ｑ：8/21、法改正があり、事業承継税制の優
遇措置の対象が親族以外にも拡大された。
第三者への承継がしやすくなり、後継者問
題解決の一助となることが期待される。こ
の法改正の趣旨を区内事業者へもれなく周
知し、経営相談でもきめ細かいｱﾄﾞﾊﾞｲｽを。
Ａ：経営者の高齢化や後継者不足等の問題が
ある中小企業には、きめ細かい支援をして
いる。専門的ｱﾄﾞﾊﾞｲｽや実際のＭ＆Ａ
（＝企業合併、買収）の実行支援、工場
改修等の費用の一部助成などハード
面の支援も開始している。
クイズの答え：1 位/ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ、
2 位/政治家、何年もベスト（ﾜｰｽﾄ）３入
りです。自戒します。反省！3 位/教師、
4 位/医師・看護師・獣医、5 位/主婦・主
夫。【就きたい職業】1 位/公務員、2 位
/教師、3 位/看護師、4 位/保育士・幼
稚園教諭、5 位/技術者・研究者。

北品川の旧東海道沿いに 8/6、ﾌﾞｯｸｶﾌｪ「KAIDO（ｶｲ
ﾄﾞｳ） books＆coffee」（TEL 03-6433-0906、北品川
2 丁目）がｵｰﾌﾟﾝ。空き店舗を活用し、席数 25 席。
運営：しながわ街づくり計画。責任者の佐藤亮太さ
んは「旅好きの方が集まり、全国への旅の拠点とな
るような店を作ろうと決めた」と話す。ｺﾝｾﾌﾟﾄは
「旅と街道専門ﾌﾞｯｸｶﾌｪ」。1 階は、企画展示。1 階
奥で、ｺｰﾋｰ等を提供 2 階で 4 万冊の蔵書から貸
出・販売。 営業時間は 10 時～22 時（日曜・祝日
は 18 時まで）。月曜定休。参考：品川経済新聞 8/6
【ﾏｲｽｸｰﾙ八潮について】
Ｑ：①社会福祉士等の専門
的ｽﾀｯﾌの常駐、進路指
導のﾉｳﾊｳをもった指導
員による学習支援を。
②受け入れ枠が少ない。区内の他地区に
も新たな拠点整備 を。③十分な進路指
導・受験指導が受けられなかったという声
がある。④ﾏｲｽｸｰﾙの卒業生へも支援継
続体制構築を。
Ａ：①心理相談員に加え、今年度からｽｸｰﾙ
ｿｰｼｬﾙﾜｰｶ-を派遣している。高校の管理
職経験者も進路指導を強化している。②
八潮以外の新たな居場所づくりや支援
体制等について検討する。③進路指導は
あくまで在籍校（在籍中学）が基本。
（在
籍中学の）各担任は、ﾏｲｽｸｰﾙ職員から把
握した状況で進路相談をしたり、④進学
先の高校へ情報提供している。
ﾏｲｽｸｰﾙ八潮＝旧八潮北
キーワード
小学校に設置。区立小中
学校に在籍し、主に心理的要因で不登校に
なっている児童、生徒が通う学級です。
元校長や教職経験者、教員免許を持つ指導
員が児童、生徒一人ひとりにかかわり、学
校復帰に向けた指導を在籍校と協力しなが
ら行います。◎27 年度予算額
8214 万円
☆毎年約 30 名が通学しています。学校復帰へ
向け、充実した指導に期待しています。

《おわび》
紙面ｽﾍﾟｰｽの都合上、本会議での質疑
については、一部しか掲載できません。詳
しくは、後日発行の『区議会だより』か区
議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご覧いただけます。
・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』をお配りしています。
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

