
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ☆☆ 
◇『青鞜』の同人達 大森海岸で 

  「元始、女性は太陽であった」の創刊の辞
で有名な女流文芸誌『青鞜（せいとう）』が
1911（明治 44）年に発刊された。その同人
達が翌年 1/21 に大森海岸（現：品川区）で新
年会開催の写真。右から 
2 番目が創刊の辞の人物。 
さて、誰でしょう。 
①樋口一葉 ②市川房江 
③与謝野晶子よさのあきこ 
④平塚らいてう（らいちょう） 

◎難易度☆☆☆☆ 
 
 
 
 
 
 
◎難易度☆☆☆☆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎難易度☆☆☆☆ 

 

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）・
同大学院修士・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！ 
 

高橋しんじプロフィール  

Q：《こども食堂》 
①開設しているｴﾘｱは。②場所の 
確保が困難である。開設支援で、 

区有施設の児童ｾﾝﾀｰ、ゆうゆう 
ﾌﾟﾗｻﾞ等を活用できないか。 

A：①北品川 2 丁目、南品川 6 丁目、大井
3 丁目、南大井 6 丁目、豊町 4 丁目、二
葉 4 丁目、西中延 1 丁目、戸越 2 丁目の
8 ヶ所（他に 4 ヶ所検討中）。空白地域を
調査し、開設の支援をしてこうと考えて
いる。②本来の目的の邪魔をしてはいけ
ないので、目的と融合する整合性がとれ
れば使うかもしれないが、現時点ではい
ろいろな選択肢があるので、今すぐとい
うところまではいっていない。 

☆現在は、区の支援は、ﾈｯﾄﾜｰｸ作りのみ。 

今後の積極的な支援を求めて参ります。 
 

Q：《保育士の年休取得・保育園嘱託医》 
 ①保育士の年休取得日数が少な 
い。対応は。②保育園の新設が 
急ﾋﾟｯﾁで進み、委嘱される園 
医が足りない。現状の認識は。 

A：①保育園長 7 人で事務 
事業省力化のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑで事務仕事や行
事等の廃止・見直しを検討し、28 項目の
縮小を図る予定。順次縮小を図り、保育士
等の年休の取得拡大につなげたい。②見つ
けるのが厳しい状況と認識している。見つ
からない場合は、医師会に相談させていた
だくなど、区としても調整を図りたい。 

◎保育園職員給与費 710 人 44 億 9777 万円 

☆保育士平均年休取得約 8 日（一般職員は取 
得約 15日）と少ない。事務等省力で改善を 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

  

2017 年 11 月 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

No.446 
 
 

しがらみのない無所属 

前号に引き続き、今号は、決算特別委員会（28
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 28 年度決算額 ☆私のコメント  
・歳出 ☆区民１人当たり 約 42.3万円 

総額 1609億 4504万 2340円 
 
 

子育て、障害者・ 
高齢者福祉等 

 ⇒714.1 億円 
☆歳出全体の 44.4％を占めます!  
最大の支出分野です。前年比 5.0%増！ 

 
注 子ども食堂＝主に一人親家庭の子ども
を対象に、食事や地域の人々とのふれあい
の時間を無料または安価で提供する取り組
み。全国各地に広がっています。 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com
http://2.bp.blogspot.com/-F3839zOOpcA/Us_MNqMgiAI/AAAAAAAAdDA/24buZhgrGo4/s800/itadakimasu_boy.png
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E4%BA%BA%E8%A6%AA%E5%AE%B6%E5%BA%AD-611773
https://kotobank.jp/word/%E5%AF%BE%E8%B1%A1-91307
https://kotobank.jp/word/%E9%A3%9F%E4%BA%8B-80132


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

発行者 高橋しんじ 

〒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

(郵送他)いたします。ご連絡下さい。 
 
 
 
 
 
 

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！ 

A：①本年度も 30 人を割っている。高校
を回る、ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽを開催する等
でＰＲに努めているが状況は厳し
いので、新しいｱｲﾃﾞｨｱを考えなが
ら対策を講じたい。②離職の原因
として、人間関係も含めて、思っ
ていた内容とちょっと違っていた
ということで辞めることがある。
介護職場の魅力を発信し、法人同 

士の取り組みも共有して策を講じたい。 
◎品川介護福祉専門学校運営助成5851万円 
☆福祉人材不足は、区としても深刻な問題です 

Q：《品川介護福祉専門学校》 
 福祉人材確保に関して。①（定員 40 名のとこ
ろ）27年度は入学者 36人、28年度は 24人と
減少傾向にある。②区内指定福祉施設等に 3年

間勤務することで授業料の返済が免除される就
学金貸付制度は、在校生の 9 割が利用している
が、3年の間に離職し、返済している例が多い。 
      
 

A：製造が遅れているとい 
う状況は聞いている。製造会社 
に確認したところ、製造が 2 ヶ 
月近く遅れ、12 月に多く供給 
することになる。ただ、11 月 
にもそれなりに流通する予定だという。定期
予防接種の方々への周知は、間に合わなかっ
たが、接種できなかったという相談はない。必
要に応じて周知の準備は整えておく。 
◎予防接種費 11 億 8562 万円 ☆混乱が生
じぬよう、区から正確で十分な広報を求めます。 

A： 殺人という重大な事象にはなって
いなかったが、（区の）担当の係長 
と職員が、五反田駅と他のﾎｰﾑﾚｽの 
方がいらっしゃるところを確認した。 
警察等と連携して、たむろしないこ 
と等を伝え、生活相談などで丁寧に 
対応している。 
◎ﾎｰﾑﾚｽ対策事業 587 万円 

Q：《五反田駅前ﾎｰﾑﾚｽ殺人未遂事件》 
9/30 に五反田駅前でﾎｰﾑﾚｽの男性が胸を刃
物で刺される事件が起きた。ﾎｰﾑﾚｽへの暴力
事件が連続しているが区はどのように考えるか。 

 

Q：《ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ不足》 
ｼｰｽﾞﾝの 10、11月にはワクチンがほどんど出回 
らず、12月にそこそこの量が出回るという大変な 
危機的な事態である。区の現状認識は。広報を。 
。 
 

クイズの答え：④平塚らいてう。社会
的に差別されていた女性の解放をめざ
す運動は、『青鞜』を発行した文学者団
体の青鞜社に始まりました。女性参政
権要求運動も展開。（写真は、高校の日
本史の教科書（山川出版社）から） 
 

Q：《ペット避難》 
 ペットの避難は、エサの備蓄、ケージ内でおとな
しくする等、飼い主の事前の準備が大事であ
る。区でも飼い主の意識啓発を。 

 
A：動物愛護週間に具体的に啓 

 発している。また、ペットの防災 
対策も広報紙で紹介し、しつけ方 
教室の中にも防災の項目を入れて 
いる。日頃から、獣医師会の先生 
方と防災課と生活衛生課で災害対策におけ
るﾍﾟｯﾄの同行避難等についての課題等を検
討している。☆ﾍﾟｯﾄの受け入れに関しては、
各避難所の運営ﾏﾆｭｱﾙで規定します。 

 

ズ 
 

ちょっとした話ながわ 

◇東芝病院 来年 3月売却 

 経営再建中の東芝は 10/31、東芝病院を医療法人

社団「緑野会」（神奈川県大和市）に売却すると発
表。11 月中旬までに正式契約し、来年 3 月に譲渡
を完了する予定。売却額は未定。東芝は経営状況の
悪化に伴って数年前から病院の売却を検討。雇用維
持や経営の安定性から売却先として緑野会を選ん
だ。売却後も現状の診療体制が維持されるとして
「患者への影響はない」と説明している。 

参考：11/1 東京、朝日、読売他。病院 HP。 

健診・健康等 
⇒110.3 億円 

商工業振興等⇒ 23.5 億円 
 

http://3.bp.blogspot.com/-lGkTFewe47A/V9aG_6cKAGI/AAAAAAAA9mE/Hvd_WCq09lgWIjwbZEhZQjWXwaVuWNwKACLcB/s800/kaigo_kurumaisu.png
http://www.irasutoya.com/2017/09/blog-post_324.html
http://1.bp.blogspot.com/-eJGNGE4u8LA/UsZuCAMuehI/AAAAAAAAc2c/QQ5eBSC2Ey0/s800/mark_batsu.png
http://1.bp.blogspot.com/-Rr_coDquGtM/UzoaD8xfsvI/AAAAAAAAeyY/JysIA0x7ceI/s800/pet_dog_boy.png
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