☆☆ 品川区イズ☆☆
◇倍率…

No.

498

2019 年 2・3 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

496 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中
です。歳出総額は、約 1,877 億円です。◎予算額
今号は、【歳出】の土木費、産経費、衛生費です。
◎317 億 7574 万円
（歳出の 16.9％）

☆住宅・道路・公園等のまちづくり。防災対策も
◇コミュニティバス導入検討－地域交通の利便性向
上目的。2021 年度運行予定。 ◎1146 万円
◇JR 大井町駅ｴﾚﾍﾞｰﾀ－整備助成 ◎1,900 万円
◇大井町線下神明駅・戸越公園駅ﾎｰﾑ柵整備助成
◎6,099 万円
◇暑さ対策－ミスト設置（しながわ中央公園、大
崎駅西口他）
◎1,210 万円
◇シェアサイクル利用拡大（参加 10
区）-19 ﾎﾟｰﾄ・200 台増設（延べ
700 台）
◎5,684 万円
◇区民交通傷害保険開始－安価
で保険加入可能 ◎112 万円
◇公園改修工事－しながわ区
大井三ツ又ﾎﾟｰﾄ
民（勝島の海）公園、東品
川海上公園、大井公園、大井水神公園、浜川公
園、大井駅前公園、東大井公園、大井坂下
公園（実施設計）など。◎28 億 8,946 億円

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。

次の応募状況の倍率を高い順に並べ替
えて下さい。
①平成 31 年 2 月実施
都立高校一般入試（普通科）
②平成 30 年実施 東京都教
員採用試験（小学校全科）
＝区市立小学校先生の試験
③平成 31 年 1 月実施
品川区営住宅の入居応募倍率
④平成 30 年実施 特別区職員
採用試験＝23 区の区役所の
職員になる試験
◎難易度☆☆☆☆

【防災対策】（一部）
事業内容
予算額
◇木造住宅密集地域不燃化
約 169 億円
促進、不燃化 10 年ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
◇道路沿いのｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
3,024 万円
塀等除去促進－安全化工
事助成（除去・新設）
◇防災訓練の手引き作成
550 万円
地域の防災訓練担当者へ
◇災害時非常電源確保－区
民避難所（学校等）にｽﾏﾎ
充電用蓄電池、地域ｾﾝﾀｰ等
に発電機器等設置
2,416 万円
◇◇立会川護岸ﾊﾟﾈﾙ改修・下流に防水板設置!
☆本会議で区へ質問した地域の皆様のご要
望が実現しました！早急に
下流に設置します◎500 万円
◇ＡＩ（人工知能）活用の道路点検
ｼｽﾃﾑ導入－ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車両の
画像ﾃﾞｰﾀ解析 ◎463 万円
◇公衆便所改築－大井町駅前、新浜川橋北、京
浜急行線駅周辺、西大井等◎3 億 7,207 万円

◇空き家対策の強化－発生予防を柱に
◎2,083 万円

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

◎123 億
9,909 万円
（歳出の 6.6％）

◎27 億 4,316 万円
☆商工業振興策、
（歳出の 1.5％）
消費者対策等です。
◇ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券発行助成（春 3 億円、秋 5 億
円）－８億円８千万円分発行
◎1 億 1,700 万円
（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分 8,000 万円他）
◇女性起業家向け支援強化
武蔵小山創業支援ｾﾝﾀｰに女性専用ｺﾜｰｷﾝｸﾞ
ｽﾍﾟｰｽ設置（＝事務所ｽﾍﾟｰｽ等を共有しなが
ら独立した仕事を行う場所）
◎2,364 万円
◇中小企業支援－自動化・ﾛﾎﾞｯﾄ化
中小企業の競争力の維持・強化
▽導入推進事業委託
▽導入経費助成
◎1,040 万円
◇五反田ﾊﾞﾚｰ（情報通信産業等）への支援強化
五反田にＩＴ産業が集積。AI（人工知能）・
IoT（ﾓﾉのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）活用ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出支援等
◎7,610 万円
◇モンゴル高等専門学校卒業生の就職支援
区内製造業への就職支援。就労ﾋﾞｻﾞ取得、日
本語研修など。
◎2,318 万円
◇グローバルな商店街を目指して
▽外国人への「おもてなし」に積極的な店舗
の調査発掘
▽ホテル滞在者を
ﾀｰｹﾞｯﾄとしたｴﾘｱ
ﾏｯﾌﾟ作成
など◎970 万円

☆区民検診・健康・環境・ごみ処理等です。
◇小・中学生のｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ接種費用を
一部助成－１回につき 1,000 円
（13 歳未満は 2 回 2,000 円）
◎2,049 万円
◇風しん予防接種拡大
抗体価の低い 39～56 歳男性
◇眼科検診－45・55 歳 ◎1,610 万円
◇歯科検診－75・77 歳 ◎2,482 万円
休日・応急診 療 －医 師 １億 4,948 万円
会等に委託
各種がん検診
８億 318 億円
※胃内内視鏡検査導入
※7,821 万円
妊婦健康診査－検診、 ３億 5,250 万円
超音波検査・子宮頸
がん検診、歯科検診
予防接種一小児・高齢 14 億
者肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ、子
4,644 万円
宮けいがん、BCG 他
◇ごみ収集運搬作業費
◎13 億 8,679 万円
◇清掃事業－23 区で共
同実施（焼却等）。
◎品川区は、13 億
2,891 万円の分担金負担
クイズの答え：③品川区営住宅入居応募倍率
65.2 倍（空き室５、応募 326）⇒④特別区職
員採用試験 4.8 倍⇒② 東京都教員採用試験
（小学校全科）1.8 倍（受験者 3694 名、名簿
登載 2030 名）。中学・高校の先生は 4.5 倍⇒
①都立高校一般入試（普通科）1.48 倍。

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

４階

☆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
◇おもてなしﾄｲﾚの整備
品川区では、東京 2020 大会
開催に伴い、外国人観光客が増
加することが予想されることか
ら、区内の公衆便所や公園便所
を清潔に利用できるように環境整備する。
▽大井町駅前公衆便所（阪急ホテル前）整備
▽2020 大会開催までにすべての公衆便所の
洋便器化
▽公園便所の更なる洋便器化・誰でもﾄｲﾚ化
▽清潔で快適に利用できるように清掃回数
の増
◎予算額 5 億 4,527 万円

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

