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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

前号に引き続き、今号は、決算特別委員会（27
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 27 年度決算額 ☆私のｺﾒﾝﾄ
・歳出 ☆区民１人当たり 約 38.4 万円

1452 億 4792 万 7 円
Q：《介護施設の人材確保》
区の福祉施設で待遇 （給与等）以前の問題
で、ﾊﾟﾜﾊﾗ等の人間関係に疲れて離職する
方がいると聞く、区の積極的な関与を。
A： 自分の思いと違う方針や
理念などで人間関係がうまく
いかずに退職するとよく聞い
ている。運営者の社会福祉法
人が良く相談に来るので「ｺﾐｭ
ﾆｹｰｼｮﾝの取り方に気を付けま
しょう」などと伝えている。
☆介 護 職 の 方 々の 労 働 条 件 は 、 給 料 を 含 め
て、多くの課題があり、離職率の高さは、常に
問題となっています。区として、待遇改善等の
施策を行っていますが、このような人間関係
面の解決でのﾌｫﾛｰも大切です。
◎福祉人材確保・定着事業 998 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： 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。

写真は、京急大森海岸駅
（南大井３丁目）近くにあ
る置屋「まつ乃家」の女将。
10 歳からお座敷を手伝っ
た。現在、芸者さんのお
座敷は、屋形船、ﾎﾃﾙの宴
会で外国人を接待する仕
事が約半数。お名前は？
①かつ乃 ②まめ菊
③とし花 ④栄太朗
◎難易度☆☆☆☆
子育て、障害者・
高齢者福祉等
⇒680.4 億円
☆歳出全体の 46.8％を占めます!
最大の支出分野です。前年比 10.5%増！

Q：《認知症高齢者の支援について》
『くるみﾌﾟﾗﾝ』と事業の現状は。
A： 「くるみﾌﾟﾗﾝ」は、認知症
対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ。徘徊（はい
かい）等による行方不明者
の早期発見の仕組みづくり
という１つの柱を基準に
9/1 から見守りｱ
◎難易度☆☆☆☆
ｲﾃﾑを配布した。ｱｲﾃﾑは、ｱｲﾛﾝｼｰﾙ（下
図。登録番号を服に付ける）、靴反射ｼｰﾙ、
ｷｰﾎﾙﾀﾞｰの 3 点ｾｯﾄ。登録した 19 人に配
布。周知がまだまだなので、民生委員協議
会で周知を図っている。認知症に対するｻ
ｰﾋﾞｽの流れを整理した「認知症ケアパス」
（29 年 4 月配布）の作成のためにｱﾝｹｰﾄ調
査を実施。アンケートからは、認知症に対
する無理解、認知症の方、家族の方がどこ
に相談に行ったらよいかわからないとい
う結果が出ている。
◎認知症の高齢者の
支援とｹｱの充実
1873 万 7,030 円

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

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。

第 4 回定例会の本会
議で一般質問しました。
☆ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞで録画放送
放送日
12/1（木）20 時～
12/4（日）11 時～。
☆区議会ＨＰで、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾞ生中継しました。

☆頑張りました!!
☆質問内容等は、後日ご報告します。

Q：《病児保育の拡大を》

健診・健康等
⇒109.9 億円
商工業振興等⇒ 19.8 億円

私には孫がいる。近くに住んでい
るので、病気になった時によく呼
ばれる。共働きの家庭は、大変と
思う。区には病児保育施設が２ヶ
所。拡大を検討というが、具体的
な説明を。

Q：《公衆便所》

A： 現在、各施設１日当たり４定員。平
成 29 年度に定員拡大に向けて、地域ﾊﾞﾗﾝｽ
等を考慮して、委託医療機関と協議中。
◎病児保育２ヶ所 延 572 人利用 1899 万円
病児保育＝区内在住で、
キーワード
保育園や幼稚園等に通
園しているお子さん（生後 6 ヶ月～就学
前）が病気のため集団保育が困難で、保護
者がどうしても仕事を休めず、家庭で保育
ができない場合にお子さんを医療機関で
一時的にお預かりします。東大井と小山の
２ヶ所。詳細は、区にお問合せ下さい。
☆保育課運営係 03-5742-6724

Q：《民生委員》
民生委員の定員に対する充足率は？

①公衆便所・公園便所の中には、「汚くて利用
したくないな」ということろもある。今後の公
衆便所のあり方についての方向性は。②洋式
トイレの普及を。③新浜川公園
（注：東大井 2 丁目。昭和 45 年
開設）のにおいが風向きなどによ
ってキツイという声がある。公園
整備等含めた改修の予定は？
A： ①誰もが利用できるという視点が
大切である。一挙に改修するのは難しい。
大井町駅等を重点的にｵﾘﾝﾋﾟｯｸに向けて整
備したい。②公衆便所 36 ヶ所のうち洋式
化は 10 ヶ所。28%の洋式化を進めている。
③周りの花海道・ﾎﾟﾝﾌﾟ場の整備に合わせ
て、公園と一体にしてﾄｲﾚも整備したい。
◎公衆便所費（36 ヶ所）3761 万円
他に公園便所 106 ヶ所の維持管理も実施

Q：《区運営のﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ》

A： 10/1 現在、定数は、民生委員
（299 人）・児童委員（26 人）で 325 人。
303 名で充足率は 93.2％である。3 年に一度
の改選の年だが、改選の方のうち 41 名が決ま
っていない。
◎民生委員経費 4302 万円
☆民生委員＝厚労大臣から委嘱を受けた非常
勤の公務員。子育て家庭、生活困窮家庭、高
齢者等の相談・訪問を担っています。

①区内に民間のショップがたくさんある。区で
今後も運営するか検討を。②区の第三庁舎
にあるﾘﾎﾞﾝ（注：ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ）の場所に保
育園か保健ｾﾝﾀｰを設置しては。
A：①資源の有効活用の視点からﾘｻｲｸﾙｼｮ
ｯﾌﾟを支援してきた。10 年目なのでﾆｰｽﾞの変
化を把握した上で、今後の事業展開の在り方
を検証しつつ、必要性等を検討する。②選択
肢の一つだが、条件等あるので研究が必要。

クイズの答え：④栄太朗さん（30）実
は、男性。23 歳の時、先代の母まり子
さんが亡くなり置屋（注：芸者等を抱
える家。宴会などに芸者を派遣）を継
いだ。最盛期は大森海岸駅周辺に 300
～400 人いた芸者も今は約 20 人とい
◎『区政報告』をお配りしています。
う。女形（おやま）芸者（男性の芸者）
◎議会等の事情で変更する場合があります。
は、珍しい。栄太朗さんは、鈴ケ森小
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
学校時代、地域の少年野球ﾁｰﾑで活躍し
ていました。参考：11/14 朝日新聞

・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
金 京急立会川駅前
☆ 各 7:00-9:30 頃

