
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

☆☆ 品川区イズ☆☆ 
「しながわ大学連携推進協議会」 

 平成 29年度、品川区は、区内４大学と協
議会を設立します。連携して定例的な活動を

行いながら、社会貢献活動等に関する情報発
信・交換を行う。また、各大学が品川区の地
域における社会貢献活動（教育、ｲﾍﾞﾝﾄ出店
等）を進めます。さて、その４大学に含まれ
ない大学は、次のどれでしょうか？ 
①星薬科大学 ②立正大学  
③昭和大学  ④清泉女子大学  
⑤明治学院大学 

◎難易度☆☆☆☆ 
 

 

前号から 29 年度予算案の概要をご説明して
います。予算案は、2/22からの区議会で審議し
ます。歳出総額は、約 1645 億円です。◎予算額 
今号は、【歳出】のうち民生費、総務費です。 
 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

2017 年 2 月 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

No.420 

 
 

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 

◎746 億 3,542 万円 
・歳出の 45.2％を占め
る最大の分野です 

☆子育て、高齢者・障害者福祉、生活保護等 
【待機児童対策（一部）】 
≪平成 29度拡大枠⇒⇒1044 人の受入拡大≫ 

区立保育園新規開設 １園   60人 

新規開設支援－①私立保育

園（11 園） ※以下は一例 
・西大井公園内（定員 100人） 

・大井競馬場駐車場内（73人） 

 

計 887人 

②認証保育所（2 園） 計 70人 

私立保育園－定員拡大（１園） 計 27人 
※30年度は、535 人の受入れ拡大予定。 

≪保育園等の経費・助成の状況（一部）≫ 
◇区立保育園運営費（40園 定員 4,176人、職

員 712人）給与･運営費等◎93 億 9880 万円 
◇区立幼保一体施設（幼稚園・保育園の一体施設） 
運営費－５園（除:人件費）◎８億 2,819 万円 
※平成 29年度に八潮地区に１園整備予定 

◇区内私立保育園経費－運営費助成（49園）、保

育士ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助等  ◎92 億 8,656 万円 
 

◇新規開設支援－開設経費補助 
▽私立認可保育園・認証保育所等の 
開設経費補助◎13 億 2,186 万円 

▽認可保育所等の家賃補助（品川 
区独自）  ◎２億 7,260 万円 

▽小規模保育事業（注 0-3歳未満児が対 
象。定員が 6人以上 19人以下の少人数 
で行う保育）等の開設費補助 ◎828 万円 

◇旧荏原第四中学校跡地（豊町３丁目）活用 
31年 4月保育園（定員約 100人）開設予定 

◇認可外保育園の保育料助成（29～31年） 
 例：0歳-上限 5万円/月 ◎1 億 513 万円 

◇私立保育園の保育士等の処遇改善充実－賃
金改善分加算、ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金、従事職員
宿舎借り上げ支援等 ◎９億 5,424 万円 

 
 
 
 
 

☆区は、22～28 年度に 4463 人の受入れ 
拡大していますが、保育需要の増大が続き、 
28 年 4/1 の待機児童は 178 人（27 年は 
215 人）。今年 4/1 時点での「ゼロの実現」は 
難しい状況です。区は、年少人口の増 
加は 38 年まで続くと予想しています。 
緊急課題です。引き続き、29 年 

度早期の対策を区に強く要望します。 
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発行者 高橋慎司 

〒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(送料は当方で負担します)。 
 
 
 
 
 

 
ちょっとした話ながわ 

◇「ふるさと納税」 損得勘定ﾜｰｽﾄ 
 「ふるさと納税」では、自治体に入るｶﾈと出
るｶﾈがあります。他自治体住民から「納税」（寄
付）が入る一方で、その自治体住民が他自治体
へ行う「納税」は支出になる（＝住んでいる自

治体への住民税が控除される）。その収支ワー
スト（2015全国ﾗﾝｸ）。参考：中央公論 3月号 

1 位 横浜市  ﾏｲﾅｽ 28 億  798 万円 
2 位 名古屋市 ﾏｲﾅｽ 17 億 8701 万円 
3 位 世田谷区 ﾏｲﾅｽ 16 億 2855 万円 
･･･ 20位 品川区  ﾏｲﾅｽ 5億 2370万円 

☆品川区への寄付額（収入分）を控除額（減収分）
が上回って、収支ではマイナスです。 

クイズの答え：⑤明治学院大学は、港区にあり
ます。それぞれ所在地は、①星薬科大学（荏原 2
丁目）②立正大学（大崎 4丁目。熊谷にもｷｬﾝﾊﾟ
ｽがあります）③昭和大学（旗の台 1丁目。他に
も複数ｷｬﾝﾊﾟｽあり）④清泉女子大学（東五反田 3
丁目）この事業の予算は、175万円です。 
 
 

☆徴税、庁舎管理、防災、 
地域活動等、多岐にわた 
ります。昨年度比 4.2％増 

◇品川発見＆若者の出会いの場 
－品川の魅力を活用した出 
会いと交流目的の集団ﾊﾟｰﾃｨ 

開催（＝婚活事業）    ◎120 万円 
◇観光大使に「シナモロール」任命 
－ｻﾝﾘｵのｷｬﾗｸﾀｰをｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ 
に活用し、観光情報を発信  
◎都市型観光ﾌﾟﾗﾝ 事業全体 

３億 1,093 万円 
◇ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催周知 
 事業－ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ等開催 

◎9,120 万円 

◇歩行喫煙防止・路上喫煙禁止の強化－ﾏﾅｰ
啓発・取り締まり強化  ◎1,888 万円 
☆多くの方々のご要望が実現しました！ 

◇「ご当地ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ」（原動機付自転車）－ 
 品川区を象徴するﾃﾞ 
ｻﾞｲﾝ（選定方法は検 
討中）のﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 
導入。 ◎105 万円 

 

◇病児保育室定員拡大－病児保育ﾁｬｲ 
ﾙﾄﾞｻﾝﾀ（小山 3丁目）4→8人 ◎181 万円 

◇子ども食堂開設・ﾈｯﾄﾜｰｸ支援－ﾌｫｰﾗﾑ開催、
子ども食堂ﾈｯﾄｰﾜｰｸ構築    ◎161万円 

 注 子ども食堂＝経済的な事情等により、家
庭で十分な食事がとれない子どもに、

無料もしくは安価な食事や居場所を
提供する活動。区内には 7ヶ所。 

◇元プロ野球選手（元ﾔｸﾙﾄ宮本慎也選手）によ
る園児親子ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾀ－公私 
立保育園・幼稚園（5歳児）と保 
護者への野球ｲﾍﾞﾝﾄ開催 ◎22 万円 

◇しながわ区民公園ﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸ開設－ 
自然環境の中での外遊びを支援 
☆私を含めた各議員が要望したﾌﾟﾚｲ 

ﾊﾟｰｸが 5月開設です。◎1770 万円 
    ◇特別養護老人ﾎｰﾑ運営費－７施設 

◎4 億 5,849 万円 
◇認知症啓発・早期発見－「認 
知症ガイド」配布、認知症ｻﾎﾟ 
ｰﾀｰ等育成等 ◎3,727 万円 

◇「ゆうゆうﾌﾟﾗｻﾞ」拡大－高齢者 
等、多世代の地域交流の場。  
「大井 3丁目ゆうゆうﾌﾟﾗｻﾞ」、 

「平塚ゆうゆうﾌﾟﾗｻﾞ」◎1 億 101 万円 
◇（仮称）区立障害者総合支援施設建設－障害
児の発達支援、障害者の総合的・継続的な支
援施設（31年 4月開設予定、南品川 3丁目）      

◎11 億 3,510 万円 
◇生活保護法等による各種援護-生活扶助（ふ
じょ）、医療扶助等 ◎124 億 7,400 万円 

 

 

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！ 

◎186億 
3,072万円 

（歳出の 11.3％） 
 

区 HPより 

大田区のご当地ﾅﾝﾊﾞｰです 

https://kotobank.jp/word/%E5%B1%85%E5%A0%B4%E6%89%80-435522

