☆☆ 品川区イズ☆☆
一時預かりで在宅子育て応援
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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

前号から 31 年度予算案の概要をご説明して
います。予算案は、2/20 からの区議会で審議し
ます。歳出総額は、約 1,877 億円です。◎予算額
今号は、【歳出】のうち民生費、総務費です。
◎ ９２６憶５４７億円
・歳出の約 50％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 31 度拡大枠⇒⇒938 人の受入拡大 ≫
新規開設支援
①私立保育園（11 園）
計 833 人
②公設民営保育園（１園）
計 105 人
※32 年度は、760 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（37 園 定員 3,714 人）、
職員（726 人）給与等 ◎ 100 億 8,567 万円
◇区立幼保一体施設（幼稚園・保育園の一体施設）
運営費－６園、職員 118 人◎16 億 4,356 万円
◇区内私立保育園経費－運営費助成（77 園）、保
育士ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助、新規開設助成等
◎170 億 5,905 万円
◇認証保育所経費－運営費助成等◎約 19 億円
◇認証保育所保育料助成 ◎3 億 2,105 万円
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☆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。

品川区では、在宅で子育て（生後 4 か月～
就学前）をしている保護者がﾘﾌﾚｯｼｭや通院等
の場合に一時預かり（1 時間 500 円）を行
う施設を区内 10 ヶ所で展開しています。31
年度はさらに 2 ヶ所で（平塚、戸越）新設し
ます。さて、この施設の名称は？
①ゆうゆうプラザ
②しながわネウボラ
③ファミリーサポート
④ほっと💛サロン
⑤オアシスルーム ◎難易度☆☆

◇新規開設支援－開設経費補助
▽私立認可保育園（11 園）・認証保育所（1 施
設）等の開設経費補助 ◎23 億 6,441 万円
▽認可保育所等の家賃補助
（品川区独自）◎12 億 1,502 万円
◇認可外保育園保育料助成等
－上限 5 万円/月、ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ利
用助成等
◎8,939 万円
◇保育士の専門性向上－実践の手引き
配布、保育士向け研修実施など◎908 万円
◇区立保育園の民営化（八潮北・南保育園他）、
老朽改築（東大井・大井保育園）
◎約 95 億円
◇私立保育園の園外活動に区施設提供－文化
施設等を無償提供
◎576 万円
☆区は、2010～18 年度で 6991 人の受け入
れ拡大していますが、保育需要の増大が続
き、2018 年 4/1 の待機児童は 19 人（17
年の 219 人 か らは 減 少 ）。今 年 度 に続 き
2019 年 4/1 時点での「ゼロの実現」は難し
い状況。区は、年少人口の増加は続くと予想
しています。◇緊急課題です。引き続き、対策
と今後の受入れ拡大を強く要望します。

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

◎211 億
7,972 万円
（歳出の 11.3％）

◇子ども食堂開設・運営支援－資金
・食材提供等の仕組み強化、ふる
さと納税によるｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ等
◎253 万円
◇私立幼稚園保育料助成－園児保護者補助（所
得制限撤廃）等
◎12 億 4,159 万円
◇乳幼児教育に ICT 導入－区立保育園・幼稚園
に対話機能付ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ配置◎275 万円
◇74 言語で利用者へ対応－翻訳端末で外国語
が母国語の方に職員が対応。利用の多い八
潮・小関児童ｾﾝﾀｰで試験導入。 ◎22 万円
☆高校生入院医療費助成－入院費
自己負担分を助成◎1,871 万円
◇（仮称）品川区立児童相談所開
設準備－体制強化、子どもの森
公園（北品川３丁目）内に 2022
年開設予定
◎9,737 万円
◇区立障害児者総合支援施設整備
－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 10 月開設予定、南品
川 3 丁目）
◎35 億 6,086 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 ◎122 億 5,366 万円
◇東品川ゆうゆうﾌﾟﾗｻﾞ開設－高齢者多世代交
流支援施設（東品川３丁目）、高齢者から子
ども交流の場
◎2 億 2,765 万円
◇特別養護老人ﾎｰﾑ運営費
－７施設
◎６億 4,449 万円
◇障害者の相談の場拡大－在宅介護
支援センター相談支援専門員配置
（3 ケ所）
◎2,291 万円

☆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 20％増
◇『長期基本計画』策定－今後 10 年間の区の
基本的な方針です。
◎4,795 万円
◇特殊詐欺防止対策強化－自動通話録音機
を高齢者世帯に 1,500 台貸与◎951 万円
◇さらなる区職員の働き方改革「しながわ～
く」推進－業務効率化、業務負担・超過勤
務軽減等
◎3,917 万円
◇ＡＩ（人工知能）等の活用で業務改善推進－
ソフトウエアロボットによる業務自動化
など
◎3,580 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（8 月）、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
ｻｯｶｰ公式戦、ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ国内
大会、ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技事前
ｷｬﾝﾌﾟ誘致他 ◎２億 2,258 万円
◇歩行喫煙防止・路上喫煙
防止推進費－ﾏﾅｰ啓発・取り締まり
強化、屋外における受動喫煙防止啓
発他
◎8,112 万円
◇参議院選挙費（7 月？） ◎1 億 9,524 万円
◇区議会議員選挙（4/21） ◎2 億 583 万円
クイズの答え：⑤ｵｱｼｽﾙｰﾑ。事前登録が必
要です。利用回数は年間 60 回以内。区役
所内にも有る。①ゆうゆうﾌﾟﾗｻﾞ＝高齢者
を主とした多世代交流施設。②しながわﾈ
ｳﾎﾞﾗ＝区による妊娠・出産・育児の切れ目
ない支援全体の仕組みのこと。③ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟ
ｰﾄ＝地域の人による子育て支援ｼｽﾃﾑ。④ほ
っと💛ｻﾛﾝ＝住民が世代を超えて集う場。

発行者 高橋慎司
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☆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
◇「育児の常識」昔と違う…
良かれと思って
孫のためにしたこ
とを娘に怒られた。
育児の「常識」が
昔と違うことによ
る親子の仲たがい
も珍しくない。そ
んな事態を防ごう
と「孫育て手帖」
や「祖父母手帖」
を発行する自治体
が増えている。
参考：2/11 ｻﾝｹｲ

朝、駅前にいます！
◎『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。
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

