
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ☆☆ 
   ◇区内で覚せい剤密輸し、逮捕 
ｶﾅﾀﾞ国籍の自称飲食店員（25。北品川）は、

ｱﾒﾘｶから覚せい剤を隠した荷物を日本へ発送
し、密輸した容疑で警視庁と東京税関の合同
捜査本部に再逮捕されました（容疑を 
否認）。さて、品川区内のどこに発 
送したのでしょうか？ 
 ①北品川の自宅 
②自宅近くの郵便局の私書箱 

 ③利用していた区内のﾏﾝｶﾞ喫茶 
 ④滞在していた民泊用マンション 
（5/12 産経等） ◎難易度☆☆☆☆ 

 
 
 
 
 

   

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 
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品川区議会議員 
 無所属 
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高橋しんじプロフィール  

 
 

 しがらみのない無所属 

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！ 

30 年度予算案は、本会議（3/27）で可決しま
した。その予算審議の一部を 465 号からご報告
しています。今号は総務費・民生費です。予算

の概略は、455～458 号をご参照下さい。 
Ｑ：他議員の質問  Ａ：区側の答弁  
☆：私の考え     ◎：30年度予算額 

◇私の質問は、後程まとめてご報告します。 
 

◎176億 4,112万円 
（歳出の 10.1％） 

 

☆徴税、庁舎管理、地域活動等、多岐に
わたります。昨年度比 3.6％増 

  
◇女性職員の割合は？ 
Ｑ: ①区の学校教職員の中での女性
の割合は。②区職員の幹部のうち女
性の割合は。増やすつもりは。 

 Ａ:①56.7％ ②幹部(注: 

部長級、統括課長級、課 
長級の合計）24.1％。係長
級は女性が 50.1％で、半数
よりやや上回っている。今後
増えていけばと思っている。 

☆30 年 4/1 現在、部長 21 人中 6 人（28.6％）、
課長 60 人中 12 人（20％）が女性。合計 81 人
中 18 人（22.2％）。女性管理職、頑張っています 

 

 
◇補助 26号線（注:道路整備）について 
Ｑ:①開通予定は 31年 3月。変更は。②開
通記念事業の予算が 2,099 万円。内容

は。また、みこし渡御（とぎょ＝ねり歩
く）の実施を求める。 

 

Ａ: ①難工事が残っている 
が、工期は、31 年３月で 
ある。②記念ｲﾍﾞﾝﾄの委託 
料 1,000 万円、開通記念事業の補助金 1,043
万円。実行委員会の経費 56 万円。地域の方

中心の実行委員会を設置し、事業内容等を検
討して頂く。荏原地区の町会長から、「連合
（注:複数のおみこし）渡御」を実施したいと
いう声があったので鋭意、検討する。 

☆下図の矢印の区間の開通（現在:歩行者通行可

能）です。3 月開通実現を強く求めます。 

 区役所 
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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)。 
 
 
 
 
 

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！ 

 

◇2017全国市区町村 観光 
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾗﾝｷﾝｸﾍﾞｽﾄ 100！ 

 中央区日本橋の日本橋ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙに 
ある「ふるさと情報ｺｰﾅｰ」の全国自 
治体のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ（約 2600 種）の中から来訪者が
持ち帰った数をこのｺｰﾅｰの運営者の地域活性化ｾ
ﾝﾀｰがﾗﾝｸ付けした。     参考：5/8 毎日新聞 
順位 1 函館市 2 札幌市 3,4 金沢市  
5 小樽市 6 松本市 7 日光市 8 江東区（昨年
42位から急上昇！） 9 箱根町 10 松江市 
☆品川区は 54位でした⤵⤵⤵（涙…） 

クイズの答え:④ この容疑者は昨年、
短期滞在の在留資格で来日。滞在して 
いた民泊用ﾏﾝｼｮﾝの一室にｱﾒﾘｶから宅 
配業者に覚せい剤を隠した荷物を届け
させたとされる。この容疑者は、すでに、
品川区内の別の民泊施設あてに覚せい
剤約 2.2 キロ（約１億３千万円相当）を
輸入した疑いで逮捕、起訴されていた。 
 
 

ちょっとした話ながわ 

☆次号は、歳出の産経費と土木費等について 
予算委員会審議（質疑応答）をご報告します。 

◇保育園について 
Ｑ:①迷惑施設となる可能性がある保育園
開設に伴う近隣対策を、区はどうしてい
るか。②保育士が継続的に働けるような
待遇改善についての考えは。 

 
Ａ:①30 年４月（に民間事業者
による）開設は 16 園、その
ための区職員の説明会出席
18 回、戸別訪問 147 件、電
話対応 52 件で 18 時間、書 

面による回答 34 件。職員も粘り強く対応して
いる。時には罵倒(ばとう)されることもある
が、理解を得るために粘り強くやっている。16
園全て計画どおりに開設する予定（注:現在、
予定通り開園）。昨年度、他区では 19 園の開設
断念があったと聞いている。区として、今後も
引き続き民間事業者をｻﾎﾟｰﾄする努力を続けた
い。 ②賃金改善が一番大きな意味があると考

える。国の処遇改善等を使用して賃金アップに
努めている。他に職員への宿舎借り上げ助成・
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種費用助成等、できるだけ 
保育士の処遇改善に努めていきたい。 

◎私立保育園等の新規開設支援 

42億 6,600 万円 
 私立保育園・幼稚園職員の処遇改善充実 

約 22億円  ☆今後も更なる充実を！ 
  

 

◇ホームレスについて 
Ｑ:近くの児童遊園に女性のﾎｰﾑﾚｽとみられ 
る方がいて、子どもが入れない。区にﾎｰﾑ 
ﾚｽは何人いるか。また、公園、道路上等に 
おける各所管との連携、対応は？ 

 
 

Ａ:移動するので全体の把握は難しいが、区独自
の調査で 10 人程度。公園管理者、道路管理
者、警察と私ども生活福祉課の自立支援チー
ム（巡回相談）が連携して、注意を促してい
る。  ☆継続的な自立支援を！ 

 

 

◎87１億 1,456万円 
・歳出の約 50％を占める最大の分野です 

☆子育て（保育園運営、乳幼児教育等）、高
齢者福祉、障害者福祉、生活保護など 

・保育園運営等の子育て施策、高齢者施策、
生活保護費など民生費の支出は、今後も
さらに増加していく見込みです。 

◇児童相談所移管について 
Ｑ:①児童相談所移管を 34年まで  
に区で担い、都から移管するとい 
う意気込みは。②用地について、具体的に。 

 
 
 

Ａ:①児童相談所を区で持つことは大変意義が
ある。24 時間 365 日体制の子どもを守る仕
組みが構築される点、社会的養護という、家
庭で過ごせない子どもを 18 歳まで社会全体
で支える仕組みを区で受けとめていく点で
ある。これまでの児童相談のﾉｳﾊｳを全て結集
して、取り組んでいく。 

②相談所用地は、子供の森公園（北品川 3丁
目）の内部の再編成の中で、検討している。 

◎児童相談所移管促進事業 5,384万円 
 

 
 

 


