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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 ☆☆ 
◇公園に保育園？？ 

 区は、国家戦略特区の適用を受け、本来、
法律で制限されている「公園への保育所の建
設」を実施する予定（平成 29年 4月開設予定）
です。さて、次のどの公園に建設する予定で
しょうか。 
① しながわ中央公園（区役所前） 
② しながわ区民公園（勝島） 
③ 戸越公園（豊町） 
④ 西大井広場公園（西大井） 
⑤ 大井水神公園（南大井）    

◎難易度 ☆☆☆ 
 
 
①区内の全小中学校 
②施設分離型小中一貫校 
③施設一体型小中一貫校 
      ◎難易度☆☆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎難易度☆☆☆☆ 

2015 年 12 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  

Q：《選挙公報》 
 総務省の通知により、選挙公報
が区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに保存可能にな
った。区の対応は。 

A：昨年 10 月の区長・区議会議員補欠選 
挙分から（今年 4 月の区議選も）ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
に掲載した。 

☆選挙権年齢が 18 歳となり、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで選挙
公報に触れることによって、選挙や政治に対し
ての興味・関心を高められます。また、各候補
の公約を選挙後の活動とともにﾁｪｯｸすること
が可能です。区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにありますがｱｸｾ
ｽしにくいので改善を求めます。 

 

No.373 
  
 

370 号からご報告している決算特別委員会（26
年度歳入・歳出、10/20 に終了）の審議のうち、
今号は、私の質問の一部をご報告します。 

Ｑ：私の質問   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 
総額 1443億 8173 万 1424円 

 
 Q：《公共施設のｺｽﾄ表示》  

平成 24 年度に品川図書館・荏原 
図書館、児童ｾﾝﾀｰ（13 館）でｺｽ 
ﾄ表示をﾓﾃﾞﾙ実施したが、現在、 
何も表示されていない。どのよう 
にこの事業を検証したのか。 

A：区民の方からのご意見が出てこなかっ
た、表示（内容）も難しい、ということで取
りやめた。来年度、公共施設の総合管理計画
の策定に向けて、ｺｽﾄ面、人数等総合的に検
討しながら進める。 

☆「この施設は○○円かかっています」といった表
示でした。いつの間にか消滅しました。今後公
共施設のあり方（配置数等）の検討をする際に
は、区民の方々に理解して頂くために、公共施
設へのｺｽﾄ表示は、有効な手段です。義務教育
学校や福祉施設等あらゆるｺｽﾄ表示をし、区民
の方々にわかりやすく周知すべきと考えます。 

 
 
 

選挙公報＝立候補者
の氏名、経歴、政見な 

どを掲載。選挙管理委員会が発行しま
す。これまでは、選挙管理委員会のﾎｰﾑﾍﾟ
ｰｼﾞに掲載され、選挙後は、削除されま
した。総務省が今年 5 月に 
見解を改め、選挙後も掲載 
可能になりました。 

キーワード 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com
http://www.irasutoya.com/2015/07/blog-post_70.html
http://www.irasutoya.com/2014/08/blog-post_73.html
http://www.irasutoya.com/2012/12/blog-post_9687.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： 26年度、言葉の遅れ、運動機能の遅 
れなど 5012 件。②知的障害だけでなく、発
達障害に関する相談がとても増加。現状のｽ
ﾍﾟｰｽでは行いきれない。戸越に分室開設。③
障害者手帳が発行されないので、把握できて
いない。④昨年、庁内連絡会を 3回開催。情
報共有した。◎児童学園運営費 8067万円 

☆児童学園改築（平成 30 年度開設予定）まで、
数年かかります。その間の相談体制（八潮地区
で実施）の整備は、急務です。発達障害児支援
の事業に人数把握は、不可欠です。把握を強く
求めます。実効性のある連携を求めます 

Q：《発達障害児について》  
①児童学園の発達相談室の相談件数 

は。②相談体制の課題は。③区内発 
達障害児の人数を把握しているか。 
④障害児支援策の関係部署間（保健・医療・福
祉・保育・教育）の連携の成果は。 
 

A：①産業を取り巻く環境は、地域特性
が重要である。区内には商店街や製造業の
事業所が多い。総決算額の割合で評価とい
うのは、当らないという認識である。②伝
統の技なので、目新しさは、ちょっと苦し
い。見せ方として、実演や子ども向け体験
を工夫したい。外国人に関しては、区内の
大使館のﾙｰﾄなどを活用する。 

☆実効性のある商店街、中小企業振興策を 

A：①数が急増している現状だが、年内に
は何らかの形で相談したい。②PTA の組織自
体、基本的に学校と保護者の団体である。教
育委員会がどこまで支援できるかは、難しい
点がある。現状を把握して少し検討したい。
☆就学相談の完全実施、PTA支援を。 

 

Q：《教育について》  
①28年度から特別支援教室が導入さ 
れる。保護者向け新入学の案内に「就 
学相談を受けられないことがある」とあった。そ
のようなことがあるのか。②PTA のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
は、役員の方が個人の名義で契約して、PTA

会費から支出している。学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの運営
方法と同様にすれば費用は少なくなる。 

Q：《産業経済費について》 
①決算額全体に占める産業経済費の割合が
1.1％と低い。23 区の中でも 11 位。積極的
に事業を進めていく姿勢が読み取れない。 
②「伝統と技と味 しながわ展」 
は、内容や来場者が固定化して、 
ﾏﾝﾈﾘではないか。また、外国人 
にとって興味深いはず。PRを。 

 ちょっとした話ながわ 

◇品川区も「民泊」検討へ 
品川区は、東京五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向け、ﾏﾝｼｮ

ﾝ等の空き部屋を宿泊施設として活用する「民泊」を
認める条例の制定を検討していることを明らかに
した。都内では大田区が 12月議会で条例の成立を
目指しており、それに続く動きとなる。浜野区長
は「区内全域を考えているわけではない」と述べ、
旧東海道品川宿の地域にある空き家の活用などを
例に挙げた。政府の国家戦略特区に指定された自
治体が条例を定めれば、空き部屋を宿泊施設とし
て使うことができる。 参考：11/17 読売新聞他 

クイズの答え：④西大井広場公園（西
大井４丁目） 認可保育園（私立）で
専有面積は約 500㎡。定員 90人以上（0
～5歳）で期間は 10年間。28 年度工事、
開園は、29年度の予定です。  
 
 

Q：《区内の空き家》 
空き家実態調査の結果は。 

どのように解決を図るのか。 
 
 A： 外観から空き家と思わ 

れる⇒1674軒。そのうち 99件が対応す
べき物件。また、行政に活用してほしい（＝
区の事業に使ってほしい）というのが 27軒。
地域の力支援ﾁｰﾑ（※庁内横断的なﾁｰﾑ）で解
決にあたっている。このﾁｰﾑでも解決できなか
った２軒は、審議会にかけている（※審議会
が管理不全状態にあるなどと認めたら、区は
何らかの対応をする）。 

◎空き家等実態調査 798 万円 
☆対応に時間がかかりますが、空き家は、火災、
倒壊等、様々な問題の原因となります。ｽﾋﾟｰﾄﾞ
感のある対応を求めます。 
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