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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。 
 

高 事 橋しんじ 務所 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
◇大崎駅西口にﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 12/7 ｽﾀｰﾄ 

 12/7(月)大崎駅西口交通広場（旧ｿﾆｰﾋﾞﾙ
前）にﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙが運営開始され、高速路線バ
スが夜行便から運行されます。さて、次のう
ちどの路線が乗り入れされる予定でしょう
か。すべての場合は⑤とお答えください。 
 
 ①大崎→豊橋→名古屋 
 ②大崎→京都→大阪・堺 
 ③大崎→福島→仙台 
 ④大崎→長岡→新潟 
   ◎難易度☆☆☆☆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎難易度☆☆☆☆ 

2015 年 11 月 

 しがらみのない無所属 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

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！ 

 

高橋しんじプロフィール  

 

子育て、障害者・ 
高齢者福祉等 

 ⇒615.5 億円 
☆歳出全体の 43.8％を占めます!  
最大の支出分野です。 

 
Q：《児童ｾﾝﾀｰで病気ｹｱ講習を》 
子育て中の保護者は、急病のお子さんのｹｱ
で悩んでいる。保育士、保健師などによる、児
童ｾﾝﾀｰで病気のｹｱの実習教室開催を。 

A： 児童ｾﾝﾀｰ事業に助産師に 
よるﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞがある。こ 
の中で医療ｹｱについて取り入 
れていけるか検討する。保健 
ｾﾝﾀｰでも児童ｾﾝﾀｰへ出張して 
講義形式で実施している。病児 
の実地研修は難しい。講義形式で小児科医
の協力を得てやりたい。 

☆実地が厳しいとすれば、ｹｱの方法を学べる
様々な機会の設定を求めます。 

No.371 
  
 

前号に引き続き、今号は、決算特別委員会（26
年度歳入・歳出）の審議のうち、歳出：民生費・
衛生費・産業経済費の一部をご報告します。 
Ｑ：他議員の質問   Ａ：区の答弁  
◎平成 26 年度決算額 ☆私のｺﾒﾝﾄ  
・歳出 区民１人当たり 約 38.8 万円 

1443億 8173万 1424円 
 
 Q：《保育園の AED》 区内の保育園に 

AED（注）は設置されているか？ 
 

A：区立保育園には、すべて設置済み。 
私立保育園は、一部未設置のところがある。
園になくても同じ建物内に設置されている
ところもある。未設置の園（約 10 園）には
積極的に働きかけたい。 

◎AED 設置助成 177 万円（５園） 
☆万が一の時に命を救える医療機器です。未設
置園ゼロへ！ 

AED（自動体外式除細
動器）＝突然の心停止 

を起こして倒れた人を、そこにいる人た
ちがその場で使って倒れた人の命を救
うことができる医療機器。品川区内の公
的施設には設置してあります。訓練の機
会で、ぜひ操作経験を！カンタンです。 
 

キーワード 

 ☆区議会の予定：11/26～12/9 
11/27（金） 私が本会議で質問します 

 
 

  
 

☆区政報告配布お休みします 
11/24～27 は、研修や議会等の関係で駅

頭で『区政報告』をお配りできません。申し訳
ありませんがお休みさせて頂きます。 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com
http://www.irasutoya.com/2014/10/blog-post_866.html
http://www.irasutoya.com/2013/10/aed.html
http://www.irasutoya.com/2013/10/aed_29.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
発行者 高橋しんじ 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 
Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆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

いたします(送料は当方負担します)。 
 
 
 
 
 
 

月・水 ＪＲ大井町駅前 
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 

◎『区政報告』をお配りしています。 
◎議会等の事情で変更する場合があります。 
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

朝、駅前にいます！ 

A： ①有料老人ﾎｰﾑが 12 か所、ｻｰﾋﾞｽ付高
齢者住宅 3 ヵ所。②東京都が監督、検査に入
っているので、区としては、特殊な場合は、
都から情報を得ることはできるが、直接区が
関わっていない民間へは入っていかない。③
同じ会社の別の部門が経営している。施設全
般に厚労省の特別検査が入ったと事業者か
ら報告はあった。区と区内の有料老人ﾎｰﾑと
の連絡会を年 1回行っている。事故があった
場合は、区へ必ず事故報告書が来る。 

☆高齢者の虐待は、区立・民間施設、在宅、どの
場面でも起こります。防止のために区として、
様々な取り組みをしていますが、さらに 
関係機関との緊密な連携を求めます。 

Q：《民間の高齢者施設》  
①区内に民間の高齢者施設は、 
どのくらいあるか？②施設状況、 
職員体制等、区として把握して 

いるか。検査などは行われているか。③先般、
報道で高齢者への虐待、死亡事件があった施
設の運営事業者が区内でもｻｰﾋﾞｽ付高齢者
住宅を運営している。何か情報は入っている
か。また、区内施設の虐待・相談の把握は？ 
 

A：①区内の観光資源を効率よく把握し
て、観光客のﾆｰｽﾞに合った情報の発信を速や
かに行う。②27 年 3 月～8 月で 1371 件。順
調な滑り出しといえる。周知について広くｱ
ﾋﾟｰﾙしていく。◎ｱﾌﾟﾘ製作経費 1100 万円 

注：しながわ巡りｱﾌﾟﾘ＝ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞすれば、お祭り
等の情報を含めたｲﾍﾞﾝﾄや観光ｽﾎﾟｯﾄ等をｻﾝﾘ
ｵのｷｬﾗｸﾀｰ「ｼﾅﾓﾛｰﾙ」が紹介し、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等で
いつでもどこでも手軽に知ることができる。  

日・英・韓・中の 4 ヶ国語対応。 
☆しながわ観光協会 HPからの利用も可
能。利用者が増えるか否かは、内容
が重要です。質の充実、情報更新を
随時行う必要があります。 

A： 開園 10年、幼保（＝幼稚園と保育園） 
一体施設としての実践を経て、特色ある保
育・教育をしている。今後さらに充実を図  
りたい。 
 

Q：《ぷりすくーる西五反田（注）》  
視察が多く、外部の評価が高い。また、在園
児・保護者の評価も高い水準である。今後の
ﾓﾃﾞﾙ園、幼児教育研究機関としてのあり方
は？     注：公設民営の幼保一体施設 

Q：《しながわ巡りｱﾌﾟﾘ（注）》 
① 目的は。②ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ（＝ﾃﾞｰﾀを受信）ﾞ数は。 

 ちょっとした話ながわ 

◇区内建築物の杭（くい）工事の状況  
区では、区有建築物で旭化成建材株式会社が関与
した物件を調査。過去 10年で杭工事に携わったの
は、５件だが、既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ではなく、鋼管杭工
法だった。これを受け、区職員が、ひび割れ・隙
間の有無、水平・水準調査を行い、ひび割れ・傾き
等は発見されなかった。施設の不同沈下（均等に沈
下せず、傾斜している状態）等の不具合はなく、
更に施工記録表から、ﾃﾞｰﾀ流用および改ざん等の
問題は確認されなかった。11/9区議会総務委員会 
 

クイズの答え：⑤ また、12/8からは、
渋谷駅～大崎駅東口の東急ﾊﾞｽ路線を
西口ﾀｰﾐﾅﾙに変更し増便します。高速路
線は、他に広島行、鳥取・島根行、富
山・金沢行、秋田行、盛岡・青森行も
国土交通省と調整中。◎交通広場整備
費 9010 万円（平成 27年度予算） 
 
 

 

Q：《各種がん検診》 

各種がん検診の受診率は？  
 

A： 
年度 胃がん 子宮がん 乳がん 肺がん 
25 年 3.4％ 24.8％ 19.3％ 6.1％ 
26 年 3.1％ 25.8％ 19.3％ 8.9％ 
他区と比べると中位より下。国の目標は 50％

と高いが、事業の改善に向けて努力する。 
◎各種がん検診 ６億 1796 万円 

☆区では、職場等で検診機会のない区民の方に
各種がん検診を実施しています。定期的にが
ん検診を受診しましょう。低い受診率です。区
は、受診しやすい仕組みのさらなる工夫を。 

 
健診・健康等⇒109.9億円 
商工業振興等⇒ 19.8億円 
 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrPuoWJhskCFYOjlAodBroOGw&url=http://www.irasutoya.com/2014/05/blog-post_9109.html&bvm=bv.106923889,d.dGY&psig=AFQjCNGAkIAPD8JlXWwC7-r9R4DNjtLTzA&ust=1447252069364464
http://www.irasutoya.com/2014/07/blog-post_4069.html
http://www.irasutoya.com/2013/03/blog-post_7660.html
http://www.irasutoya.com/2013/01/blog-post_8484.html

