☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇投票所に一番乗りすると…♪
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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

どの選挙でも、投票所に一番
乗りすると特典があります。さ
て、次のうちどれでしょうか。
①立会人から「１番」という証
明書をもらえる。
②投票用紙が機械からきちんと発
行されたことをｶﾒﾗで撮影してもらえる。
③空っぽの投票箱をのぞくことができる。
④「投票がきちんと行えた」とｻｲﾝできる。
◎難易度 ☆☆☆
31 年度予算案は、予算特別委員会（3/４
-18）で審議し、本会議（3/26）で
採決します。私の質問（一部）をご報
告します。予算案の概略は、496～
499 号をご参照下さい。
Ｑ：私の質問
Ａ
:区側の答弁
☆：私の考え
◎：31 年度予算額

◇立会川防水板 工事等について
①立会川溢水（いっすい＝あふれる
水）防止板設置（河口部。写真下）、
護岸ﾊﾟﾈﾙ補修等工事（上流部）が予
算化された。ともに災害に対応でき
るよう、早期の工事実施を。② a.八
潮地区の将来像検討、b.立会川・勝
島まちづくり検討について。今後の
方向性は。③区の工事で完成予想図
をもっと大きく掲示し、期待している
地域の方々がわかるように。④大井
坂下公園（南大井 6 丁目）の改修は、
保育園児の利用、ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙ場利用
等地域の声を十分に伺って実施を。
Ａ:①浜川橋より下流部の左岸 100ｍは、
台風前の早い時期に設置したい。☆地
域の皆さんのご要
望が実現しました！
②a.長いスパンで
話し合いを進めて
いく。b.2 月に指
防水板なし
針となる「まちづ
ここに設置
くりビジョン」↗

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。

↗を策定した。勝島運河のさん橋等、具体
化に向け取り組む。③対応しているが一定
規模以上の工事でないと予算的に難しい
点もある。④地域の声を聞いていく。機能
として現状維持の方向で改修する。
◎立会川溢水防止板設置工事
500 万円
立会川護岸パネル補修工事等 1251 万円
八潮地区の将来像検討経費
592 万円
立会川・勝島地区まちづくり検討経費
825 万円
大井坂下公園改修実施検討委託 947 万円

◇予算編成時の特別区税の見込み
予算編成時に特別区税の収入が少
なくなるという見込みをしているが、
もう少し強気でいいのでは？
Ａ:金額が大きいので（税の）収納率と
の関係もあり、若干固く見ざるを得な
い。
☆実際の増収額は大きいです。
◎特別区税（＝特別区民税：約 446 億
円、軽自動車税：約 1 億円、たばこ税：
約 30 億円）
478 億 2,100 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

ちょっとした話ながわ
◇10 連休への備え…

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)。
◇保育園への特別支援巡回相談

Ａ:①成功体験を積み重ね、全庁的な本格
導入する。②来年度、適正業務を 4 つ
選ぶ。③委託業者も早々に選定する。
注 RPA＝ｿﾌﾄｳｴｧﾛﾎﾞｯﾄによる業務自動化。
人が行っていた事務をﾛﾎﾞｯﾄに代行さ
せ、自動化・効率化を目指す。
◎RPA 活用による業務改善
1,856 万円
☆私が本会議で提案した施策の導入の実現で
す！ 職員の働き方改革につながる施策です。

①29 年度の成果から 30 年度は、保
育園・幼稚園の年長児への特別支援
巡回相談は、大幅に回数増加され
た。決算特別委員会・本会議でも答
弁 で 保 育課 は 評価 して い た 。 保 育
士・保護者の評価も高かった。小学校
への接続の上で重要な施策である。
しかし、31 年度予算では、公立保育
園への学校心理士の巡回相談がなく
なった。これは、とても大きな問題で
ある。就学につなげる子どもへの支
援が不十分となってしまう。

◇教育について

Ａ:公立保育園への巡回の分は、他
の園（幼稚園等）へ振り向けて
いる。公立保育園へのサポート
は、臨床心理士も巡回するし、
保育課にﾉｳﾊｳが蓄積されている
ので、保育士へ適正に行える。
☆学校心理士による公立保育園の保育士への特
別支援巡回指導は、小学校就学前の保育園で
の特別支援と早期療育の在り方の観点から、と
ても成果があります。保育士さんが園児の特別支
援の専門的なﾉｳﾊｳを持たない、小学校入学へ
つなぐ支援がこれまで不十分だった、などの課題
の解決となっていました。学校心理士の巡回相
談施策の復活を強く求めてまいります。

◇RPA（業務自動化）導入
①32 年本格導入にむけての実証
実験か。②どのような業務で実施
するのか。③業務委託先について。

4/27 から 5/6 が 10 連
休になる。市民生活に影
響がでそうだ。環境省は、
生ごみの収集がを一週間
以上空くことがないよう、
各自治体に対応を促して
いる。東京都中央卸売市
場は、水産部と青果部で
各４日間臨時に開場する。
医療機関は、例年の連休
と同様の体制の予定。戦々恐々なのはｻﾗﾘｰﾏﾝが 10
連休のﾋﾞｼﾞﾈｽ街の飲食店。参考:3/10 毎日新聞

①公立小中学校が「学校ファンド」を
創設するには。②31 年度、グローバ
人材育成塾を全校展開する。受講
生が退塾するなど課題があった。成
果と課題は。③鮫浜小、浜川小など
学校改築の際の体育館等、学校施
設開放への配慮を。④山中小学
校（大井 3 丁目）の校庭人工芝
生化は、PTA，少年少女ｽﾎﾟｰﾂ
団体、地域の声を聞いて設計を。
Ａ:①学校では現金を扱えない等のﾙｰﾙがあ
るので難しい。地域でどうやっていくか
の検討が必要。②全校展開で解消される。
③利用できない期間を短縮する。④町会
長会議、ｽﾎﾟｰﾂ推進課に連絡する。
◎ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成塾
2,306 万円
山中小学校校庭人工芝化 5,695 万円
注 ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを通して自
分の活動や夢を発信し、想いに共感し
た人や活動を応援したいと思ってくれ
る人から資金を募るしくみ。学校の児
童生徒・教員が中心となって実施する
のが「学校ファンド」。全国で多くの例
があります。また、地域中心の例も多
数あります。

クイズの答え: ③空の投票箱をのぞけ
る。投票箱の中に何もない
ことを確認するという特別
任務があります。そして、
住所・氏名をｻｲﾝします。
◎『区政報告』をお配りしています。
これを経験したいマニア
◎議会等の事情で変更する場合があります。
の方もいるようです♪～
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。

・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
金 京急立会川駅前
☆各 7:00-9:30 頃

