☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇地域ｾﾝﾀｰでできる手続き…
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443

2017 年

９月

品川区議会議員
無所属

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

地域ｾﾝﾀｰは、区内に 13 あり、地域のコミ
ュニティ活動の核として、地域活動に関する
業務のほか、各種証明書の発行、税や国民健
康保険料の収納などの業務を行っています。
次のうち地域ｾﾝﾀｰで行っていないことは？
①住民票の写しの発行
②戸籍謄本・抄本の発行
③印鑑登録証明書の発行
④軽自動車税 納税証明書の発行
⑤車イスの貸し出し
◎難易度☆☆☆☆

ちょっとした話ながわ
◇障害者施設の防犯強化
－カメラ設置など全額補助
昨年 7 月に相模原市の障害者施設「津久井や
まゆり園」での殺傷事件（＝元施設職員の男に
襲撃され、19 人が死亡、27 人が重軽傷を負っ
た事件）を受け、品川区は民間障害者施設が設
置する防犯対策機器の費用を全額補助する。
区は、事件を受け、昨年度中に区立障害者施
設に非常通報装置や暗証番号入力式ドアロッ
ク等を設置する一方、民間施設への対応が課題
となっていた。都が今年度、補助事業のメニュ
ーに追加し、事業費の 1/2 を都の補助金でまか
なえるため、全額助成を決めたという。⇗

◇アール・ブリュット展
ｉｎ 大崎
「アール・ブリュット」は、
ﾌﾗﾝｽ語で「生（き・なま）の
芸術」を意味する。正規の美
術教育を受けていない人た
ちが、独自の発想と方法によ
って作り出した作品を表す。
日本では、主に障害者福祉
の分 野か ら 発掘 さ れ るこ と
が多く、作家には障害者が多
く存在する。⇗

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。

⇗助成額：防犯ｶﾒﾗ・ｶﾒﾗ付ｲﾝﾀｰﾌｫﾝ 120 万円
非常通報装置 30 万円
人感ｾﾝｻｰ・ｾﾝｻｰ式ﾗｲﾄなど 10 万円
（金額は上限）
区内民間障害者施設 40 か所のうち 32 ヶ所
が助成を利用する意向を示している。
参考：9/19 都政新報
☆9/21 に開会する区議会定例会に
事業費 3050 万円（うち都の補助
金 2525 万円）を含んだ補正予算
（＝年度途中に「当初予算」を補う
形で組まれる予算）案が提出されて
います。区議会で審議します。安心・
安全のために必要な事業です。
⇗区内作家を含めた全国のｱｰﾙﾌﾞﾘｭｯﾄ作家の作
品の展示等を行う。
◎予算額 ５３２万円
☆ぜひ、障害をもった方々の作品をご覧下さい。
▽10/7-19 光村ｸﾞﾗﾌｨｯｸｷﾞｬﾗﾘｰ
▽10/7-9
Ｏ（オー）美術館
・それぞれ、ＪＲ大崎駅から
徒歩１～５分です。
・観覧無料
【お問合せ】品川区 福祉課
０３－５７４２－６７６２

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

配布お休みのお知らせ
☆区議会が以下のように予定されています。
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)。

ズ
◇都民の提案 予算案に反映
小池都知事は 9/15、来年（2018
年）度の都予算に都民の提案を盛り込
む新たな取り組みを始める方針を明ら
かにした。
10 億円の予算枠を設ける。対象は、
勝
▽育児支援▽高齢化対策▽働き方改革
▽防災▽空き家活用▽環境対策の 6 分野。9/29
～11/7 まで案を募る。応募は都民 1 人（また
は 1 団体）あたり１件に限り、1 件につき 2 億
円を上限とする。募集を締め切った後、都庁内
で検討し 1 分野あたり 3 件ほどに絞り込む。⇗

◇土日の部活指導 手当拡充
中学校教員が土日に部活動を指導した場合の
手当について、文部科学省は、
「4 時間程度」と
いう要件を見直し、2019 年 1 月から「２～４
時間」の指導でも 1800 円を払う方針を決めた。
文科省は 2018 年度予算の概算要求で関連費
用を盛り込んだ。部活動の手当は教員給料と同
様に国が都道府県に補助する仕組みで、実施に
は都道府県条例の改正などが必要。文科省は、
「4 時間程度」の手当
も 3000 円から 3600
円に上げると決めてお
り、18 年 1 月から⇗

そのため、区政報告の配布を一部地域でお休み
させていただくことがあります。ご了承下さい。
また、衆院選が実施された場合も公選法の関
係で配布できませんのでお休みします。
9/21～10/19 第 3 回定例会
▽９/21・22、10/19 本会議
▽９/25～28
常任委員会・
特別委員会
▽10/2～16
決算特別委員会
⇗その案を公表し、ネット上の
投票で各分野１件を選び、予算
案に盛り込む計画。
都職員からの提案を受けて、
小池都知事が導入を決めたと
いう。都によると、住民が経費などを含めて考
案した事業案を行政の予算に盛り込む制度は、
都道府県レベルでは、初の試みという。
参考：9/16 朝日新聞
☆住民の提案を反映させるという
試みは、評価出来ます。一方で、
都議会からの政策提案にも期待
したいと思います。
⇗実施する。(※それでも時給 900 円!!)
文科省によると、現在も「２～４
時間」の指導の際、手当がないまま
指導をしている教員が多い。文科省
はこうした状況を改めると同時に、
長時間の指導をしないと手当が出ない仕組みが
部活を長引かせている可能性もあるとみて、時
間短縮にもつながると期待している。
部活指導は、中学教員の長時間労働の一因と
して問題になっている。 参考：9/8 朝日新聞
☆中学教諭の平均部活指導時間 ※文科省調査
2016 年度 土日に 1 日当たり
2 時間 10 分
2006 年度
同
1 時間 6 分
部活の問題は多角的に課題解決の必要があります

☆おわび・訂正
クイズの答え：④区役所の窓口でのみ
発行です。①②③⑤（車ｲｽは、貸出期
間 1 か月。無料です）◇窓口受付時
間：8：30～17 時 休日：土、日、
祝日、年末年始(12/29～1/3)。他に
もいろいろ手続き・支払いができま
す。お近くの地域ｾﾝﾀｰのご活用を！

442 号の《中学部活 週 4 日に 静岡市教委》の記事中
の「私立中学の部活動の上限…」は「市立中学の部活動の
上限…」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。
・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

