
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 

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☆☆ 
区内官公署は、どれでしょう？ 

  区内には、警察署、消防署があります 
（管轄は、それぞれ警視庁、東京消防庁）。 

  さて、次のうち、品川区内に無いものは
どれでしょうか？一つではありません。 

①品川警察署 ②大崎警察署 
③大井警察署 ④荏原警察署  
⑤八潮警察署 
⑥品川消防署 ⑦大崎消防署  
⑧大井消防署 ⑨荏原消防署  
⑩八潮消防署 
◎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。◎＝予算額 
今号は、【歳出】のうち土木費、産経費、衛生費。 
 

※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 2，3 月 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

No.421 

 
 

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 

･369 億 9,057 万円 
・歳出の 22.5％ 前年
度比 17.4％減です 

 ☆住宅・道路・公園等のまちづくり。防災対策も 

【防災対策】（一部） ※重要施策です！ 

事業内容 予算額 

◇災害復旧特別会計 新設 
災害発生直後に迅速な災害救

助、復旧に対応するため。 
☆災害のために財政的な対応
を求めて参りました。実現！ 

15 億円 
 

 
 

◇防災行政無線設備デジタル化 
33 年度までの 5 ヶ年計画で 
「聞きづらさ」の解消など 

 
１億 

4500 万円 

◇地域防災計画見直し 
避難所運営、水防対策等 

1500 万円 
 

◇耐震化促進－緊急耐震重点地
域 11 区域（4,000 棟） 

 ⇒大井 2 丁目、豊町 5 丁目、
二葉 2 丁目、西品川 2、３丁
目、戸越 1，2，4 丁目、中延

5 丁目、旗の台 4 丁目他 

2210 万円 
助成費用拡充 
など 

 

◇シェアサイクル事業（社会実験） 
 ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄを設置し、どこでも 
 返却可能。京浜東北線より東 

側（海側）で実施◎6400 万円 

◇自転車推奨ﾙｰﾄ整備（南大井） 
車道に走行ﾚｰﾝ整備◎1180 万円 

◇観光拠点のおもてなしﾄｲﾚ 
 洋式化・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化。平成 29 年度－旧東海
道沿い 5 ヶ所     ◎２億 2190 万円 

◇大森駅水神口既設自転車等駐車場改修工事 
             ◎1億620万円 
◇JR 大井町駅 ﾎｰﾑ柵・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ整備助成 

 品川駅寄りにｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 ◎1億 7473万円 

◇八潮団地内区道歩道拡張整備工事費 
◎1 億 7000 万円 

◇八潮地区まちづくり検討 
住民ﾆｰｽﾞ変化や将来の団地の 
老朽化進行を踏まえ、地域の 
勉強会開催。 ◎515 万円 

◇立会川・勝島地区まちづくりﾋﾞｼﾞｮﾝ策定 
 ﾏﾝｼｮﾝ建設ﾗｯｼｭ、2020 東京五輪会場に近い
など、課題を整理し、今後のまちづくりの
方針となる「ﾋﾞｼﾞｮﾝ」を作成 ◎810 万円 
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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 

◇品川区ｵﾘｼﾞﾅﾙ 区内開催 3競技 
応援マスコットキャラクター誕生 

1．ﾎｯｹｰ「ｼﾅｶﾓﾝ」 
熱血精神のﾕﾘｶﾓﾒ(品川区 
の鳥)カモーン！が口癖。 
2．ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 
「ﾋﾞｰﾁｭｳ」 ﾋﾞｰﾁで育った 
ﾈｽﾞﾐ。体重はﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ 
ﾎﾞｰﾙ 3 個分。 
3．ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ「やた 
たま」 勝利を導くﾔﾀｶﾞﾗｽ 
にあこがれる妖怪・猫又。 
しっぽが 3 本！？（会場 

は江東区に変更） 
 

クイズの答え：⑤八潮警察署 八潮地域の管轄
は、東京湾岸警察署（江東区青海）です。⑦大
崎消防署。品川消防署の出張所として東品川、
五反田、大崎出張所があります。⑩八潮消防署。
大井消防署の出張所として滝王子、八潮出張所
があります。また、荏原消防署の出張所として
戸越、小山、旗の台出張所があります。 
 
 

☆区民検診・健康・環境・ごみ処理等です。 
◇成人歯科健康診査の年齢拡大 
 40～70 歳⇒20～70 歳（5 歳刻 
み）へ。年 1 回無料。問診、状 
況調べ、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ等◎5,290 万円 

◇禁煙外来治療費助成 

 治療に要した自己負担額を上限 
1 万円まで助成。◎88 万円（50 人分） 
小児夜間応急診療－医
師会・昭和大学委託 

1912 万円 

休日診療費－日祝・年
末年始等医師会へ委託 

１億 1325 万円 
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ期充実 

不妊治療助成－所得制
限なし、助成は５年間 

5463 万円 
対象 920 組 

各種がん検診 ７億 2452 億円 
妊婦健康診査－検診
14 回、超音波検査・
子宮頸がん検診各1回 

３億 
4589 万円 

※歯科検診も有 
予防接種一小児・高齢
者肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ、子宮
けいがん、BCG 他 

 
12 億 4076 万円 

◇ごみ収集運搬作業費 ◎12 億 4472 万円 
◇清掃事業－23 区で共同実施（焼却等）。品
川区は、◎13 億 2330 万円の分担金負担 

 

☆観光、商工業振興策、 
消費者対策等です。 

◇ﾓﾝｺﾞﾙ高等専門学校との科学技術交流  
 学生 10 人を区で受け入れ（8 日間）。施設見
学、区内製造業体験等。全国初!◎480 万円 

◇情報通信業の企業間連携

支援 
         五反田・大崎に集積してい

る ICT 関連企業等の交流
会など   ◎238 万円 

◇中小企業支援 
後継者不足に悩む中小企業を支援 

 ▽円滑な事業継承支援－専門家派遣、後継者
塾新設、融資あっせん創設（3 年 

間無利子）◎1868 万円 
 ▽産業構造の変化に対応する支援 

ﾒﾆｭｰ   ◎1140 万円 
◇商店街おもてなし店 PR事業 
 外国人への「おもてなし」に積極的な商店を

PR（英語版冊子等）     ◎970 万円 
◇都市型観光ﾌﾟﾗﾝ推進事業－品川区の PR で
す。明治維新百周年事業、しながわ百景ｳｫｰ
ｷﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ作成、ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ活用情報発信（番

組を海外配信）、ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ（大井町、その他）
など。         ◎３億 1093 万円 

◇ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券発行助成－６億円分発行 
◎1 億 4761 万円（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分 6000 万円他） 

◇就業支援事業 
 就業ｾﾝﾀｰ運営、若者・女性就業 
支援          ◎5983 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！ 

･118億 2033万円 
・歳出の 7.2％ 
 

区 HPより 

･32億1198万円 
・歳出の 2.0％ 
 


