☆☆ 品川区イズ ☆☆
23 区から被災地へ職員 98 人

No.

東日本大震災の被災自治体への職員派
遣は、２８年度は、23 区全区で 98 人実施し
ています。次の区を派遣人数の多い順に並べ
替えて下さい。
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品川区議会議員
無所属

高橋 しんじ

江戸川区
渋谷区
大田区
品川区

◎難易度

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

☆☆☆☆☆

新規派遣の２人
（品川区ＨＰより）

平成 28 年度予算案は、3/23 に本会議で可
決しました。その予算審議の一部を 389 号から
ご報告しています。今号は、総務費・民生費で
す。予算の概略は、380～382 号をご参照下さい。
Ｑ：他議員の質問
Ａ：区側の答弁
☆：私の考え
◎：28 年度予算額
◇私の質問は、後ほどご報告いたします。

-

☆歳出全体の 10.7％です。徴税、庁舎管理、
防災、地域活動、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ周知事業等、多岐
にわたる事業です。昨年度比 9.8％減

◇リオ五輪、代表の活躍 PR を

◇街頭消火器について

Ｑ：ﾘｵ五輪でのﾎｯｹｰ・ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ（注
2020 東京五輪では品川区で開催）
日本代表の活躍を PR しては。

Ｑ：①区内の街頭消火器の数、②どれく
らい初期消火で使用されているか、③いた
ずらの件数は、④家庭用消火器の保有率は。

Ａ：ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ（ 注 ｽﾀｼﾞｱﾑや街頭等にあ
る大型映像装置を利用してｽﾎﾟｰﾂ観戦を行うｲ
ﾍﾞﾝﾄ）等も考えてみたい。ただし、都や五輪
組織委員会の許可が必要になるので、ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ
ﾝを踏まえて具体的に検討する。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで競
技の速報を出すこと等も考える。観戦ｶﾞｲﾄﾞを
作成して小中学生を中心に配布する。
◎ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催周知事業 8369 万円
☆残念ながらﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ
は出場を逃しましたが、周
知のﾁｬﾝｽです。また、女
子ﾎｯｹｰ・ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰは代
表を応援して盛り上がれま
す。ﾘｵ五輪開会式は、日
本時間 8/6（土）午前 6
時です♪～

Ａ：①1064 本設置。②十数件/年。③
4、5 件/年。④世帯ごとの保有は、把握し
ていない。◎街頭消火器関係（増設、薬
剤詰替え等）1768 万円☆初期消火で必要

高 橋しんじ 事 務所

◇婚姻届特別受理証明書
Ｑ：婚姻届を出した時に受け取れるというが。
Ａ：通常のもの（350 円。5000 件弱発行/年）
と、厚紙のもの（1400 円。100 件前後
発行/年。婚姻後 5 年まで）がある。
来庁記念の写真ｽﾍﾟｰｽ（←写真）を
設置した。☆区独自婚姻届の検討を

本庁舎 3 階

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

-

◇卒業証書「割り印」忘れ 360 枚回収

発行者 高橋慎司
〒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
いたします(送料は当方で負担します)

新潟市立亀田中学校が今年度と昨年度の卒業生に
渡した卒業証書約 360 枚を回収していることが分か
った。証書の左上に押すべき「割り印」を忘れたと
いう。卒業生の保護者からの電話を受け、昨年度も
押していないことに気付いた。担任教諭らに作成を
任せていたが、管理職が点検
していないことが原因という。
教頭は「迷惑をかけて申し訳
ない。今後態勢を見直したい」 割り印
と話した。参考 3/23 朝日新聞
☆子育て（保育園運営、乳幼児教育等）、高齢
者福祉、障害者福祉、生活保護など
・歳出の 44.2％を占める最大の分野です
・保育園運営等の子育て施策、高齢者施策、
生活保護費など民生費の支出は、今後もさ
らに増加していく見込みです。

◇子育てｱﾌﾟﾘ（ｽﾏﾎ用）
Ｑ：①他区でも導入している。区の目玉機能は。
②予防接種情報ｻｰﾋﾞｽから子どもの予防接種
ｽｹｼﾞｭｰﾙ作成ができる区もあるが。
Ａ：① 「しながわﾊﾟﾊﾟﾏﾏ応援ｱﾌﾟﾘ」
は、様々な機能がある（注 子育て
情報を子育て中のｽﾏﾎ世代のﾊﾟﾊﾟﾏﾏ
に発信する。区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照）。区
の特徴としては、子育て専門家から
の毎月のｱﾄﾞﾊﾞｲｽや離乳食のﾚｼﾋﾟ。
②このｱﾌﾟﾘの立ち上げに子育てﾏﾏの意見を聞い
たが、この機能の要望は多くなかった。
◎運用予算 225 万円
注 アプリ＝「アプリケーション」の略。ｽﾏｰﾄﾌｫ
ﾝ等をより便利に、使うために追加するもの。
ｹﾞｰﾑやこのような情報ｱﾌﾟﾘ等様々ある。
☆利用されるﾊﾟﾊﾟﾏﾏのご意見を伺いな
がら、さらに発展させて、使いやすい
仕組みを構築するよう要望します。

◇保育士不足。確保への対応は？
Ｑ：区の保育士確保の施策は？
Ａ：①保育従事職員宿舎借り上げ支
援事業（＝設置者（私立保育園等）
に費用の一部を補助する）。②保育
従事職員が保育士資格を取得する
ための経費の一部を支援する。③
未就職保育士に再就職を促す支援
事業。④保育士等の処遇改善（賃
金改善に関する経費の一部補助）。↗
クイズの答え：①江戸川区 13 人
⇒④品川区６人⇒③大田区３人⇒②渋
谷区１人。品川区は、事務職 4 人、技
術職 2 人で、岩手県宮古市に 5 人、福
島県富岡町（とみおかまち）に１人で
す。頑張って下さい！

↗◎予算額 ①3099 万円 ②20 万円 ③69 万円
④私立保育園 1 億 14 万円、認証保育所 7981
万円、小規模保育事業 4038 万円
☆保育所開設の課題である保育士不足は、深刻で
す。区も様々な施策を展開していますが、さらな
る支援が必要です。都や国の補助も不可欠です。

◇介護人材確保施策について
Ｑ：どのような施策か。
Ａ：遠隔地から人材を確保し
た場合、1 人につき 30 万円
（注 施設見学・面接の交
通費、引っ越し代等）を限度に採用した法人
に助成する。
◎予算額 325 万円
☆介護人材不足も深刻です。区は、この他にも、職
員の住宅確保支援（法人に助成）、介護施設の
介護ﾛﾎﾞｯﾄ試験導入支援等を行います。また、品
川介護福祉専門学校を支援しています（運営費
6257 万円助成）。27 年度卒業生は、31 人で、
29 人が区内で介護職に就いています（貸付金返
済免除（授業料約 140 万円）※諸要件有）。
Ｑ：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰが社会福祉協議会にあるが、
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ、介護、町会、災害など、総合的
な情報をまとめる総合ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰに。
Ａ：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは、広い範囲がある。区と
して取りまとめなど、方向性を持って
いくことは、大きな課題であると思う。
◎ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営助成 2264 万円

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
火 京急青物横丁駅前
木 ＪＲ大森駅前
◎『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。 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

