
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 

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 538☆☆ 
◇ＪＲ新橋駅◇  

 品川区にお住まいの方は、山手線、京浜東

北線、都営地下鉄線等で JR 新橋駅を利用（経
由）して通勤通学されている方も多いとお聞
きします。さて、駅にある看板の「新橋」の
ローマ字表記で正しいものは？ 
 
①Sinbasi 
②Shinbashi 
③Simbasi 
④Shimbashi     

  ◎難易度☆☆ 
 
 
 
   
 
 
 

前号から２年度予算案の概要をご説明してい
ます。予算案は、2/19 からの区議会で審議しま
す。歳出総額は、約 1,883 億円です。◎予算額 
今号は、【歳出】のうち民生費、総務費です。 
 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

2020 年 2月 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 
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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 

◎949憶8,351万円 
・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）】 
≪令和２年度拡大枠⇒⇒669 人の受入拡大≫ 

新規開設支援     
私立保育園（10 園） 計 669 人 

※３年度は、800 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）、
職員給与等 ◎49 億 549 万円 

◇区立幼保一体施設（幼稚園と保育園の一体施設）
－運営費（６園）   ◎６億 1897 万円 

◇区立幼稚園費－運営費（３園）、浜川幼稚園改
築工事等            ◎１億 7,330 万円 

◇区内私立保育園経費－運営費助成（87 園）、 
保育士ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助、新規開設助成等 

   ◎191 億 222 万円 
◇私立保育園園庭整備助成－屋上や水遊びｽﾍﾟ 
ｰｽの人工芝化等整備助成  ◎1,500 万円 

 

◇新規開設支援－令和 3 年度開設経費補助 
▽私立認可保育園（９園）・認証保育所の認可
保育園移行支援    ◎23億7,417万円 

▽認可保育園等の家賃補助等 
◇認可外保育施設保育料助成等 
ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ利用助成、 
無償化による保育料給付等 

◎2 億 7,009 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等 

◇区立保育園の民営化（八潮北・八潮西・一
本橋・大井保育園他）・老朽改築（東大井・
大井保育園）    ◎15 億 4,288 万円 

◇認証保育所経費－運営費助成等◎約 17 億円 

◇認証保育所保育料助成 ◎2 億 8,718万円 
 
 
 

☆区は、2010～19年度で 7929人の受け入
れ拡大していますが、保育需要の増大が続
き、2019 年 4/1 の待機児童は 12 人（１８
年の 19人からは減少）。今年度に続き 2020
年 4/1 時点での「ゼロの実現」は難しい状
況。区は、今後も年少人口の増加は続くと予

想しています。引き続き、緊急課題です。対策
と今後の受入れ拡大を強く要望して参ります 

 

平成３１年 4 月 6,205．403 票（１位）の 
ご支持を頂き、現在４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）。平成 27 年
5551 票（58 票差で 2 位）。『議員力検定１級』
合格☆初心を忘れずにガンバります！ 
 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
発行者 高橋慎司 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 
Tel ０３‐５７４２－６８６４ 

☆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 

◇ｽｰﾊﾟｰ銭湯の女性脱衣所に女装自衛隊員侵入 
 大井署は、陸上自衛隊朝霞駐屯地の 3 等陸曹Ａ
容疑者（30）を建造物侵入の疑いで逮捕。Ａは容
疑を認め、「裸を見たかった」と供述しているとい
う。署によると、Ａは 2/1 午後 9 時頃、JR 大井
町駅前のｽｰﾊﾟｰ銭湯で、こげ茶色でｶｰﾙが着いたｶﾂ
ﾗを被り、白っぽいｺｰﾄとｷｭﾛｯﾄﾀｲﾌﾟのﾊﾟﾝﾂを身に着
け女性脱衣所に侵入。ﾏｽｸをつけて顔を隠し、男で
あることが分からないようにして、浴室には入ら
ず、およそ 3 分後に脱衣所を出たという。すぐ女
性客が気づき、店を通じて 110 番通報。従業員が
休憩所で女装したままのＡを発見。駆けつけた署
員に対し、かつらを取り、「女装すれば大丈夫だと
思った」と話したという。朝霞駐屯地は「大変遺
憾で厳正に対処する。今後、再発防止の指導を徹
底する」としている。参考：2/２朝日新聞、FNN 
 
 クイズの答え：④Shimbashi ﾍﾎﾞﾝ式ﾛｰﾏ字

表記は、B、Ⅿ、Ｐの前の「ん」は、Ｎではな  
くⅯになるﾙｰﾙ。「ば」はＢa。B の前なので
Ⅿになります。「難波なんば」も Namba に 

 

☆徴税、庁舎管理、地域活動、文 
化観光等、多岐にわたります。 

◇新庁舎建設へ庁舎機能検討 

隣接の広町地区への移転に向 
けて。庁内検討会（区職員）、 
庁舎機能検討委員会（関係団 
体、公募区民、区議会議員他）。【想定】工

事：令和 6～8 年、移転 9 年度◎1,960 万円 

◇RPA（ｿﾌﾄｳｴｱﾛﾎﾞｯﾄによる業務自動化）活用
による業務改善の全庁展開など。 

◎2,781 万円 

◇AI（人口知能）を活用した自動応答ｻｰﾋﾞｽ
（＝ﾁｬｯﾄﾎﾟｯﾄ）導入－スマホから 24 時間
365 日問い合わせ可能なｻｰﾋﾞｽ提供。【対
象】保育・子育て・戸籍  ◎3,485 万円 

◇コンテナ型（閉鎖型）屋外喫煙所 
整備-大井町駅前（城南信金前）、 
西大井駅前  ◎2,899 万円 

◇ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催周知 
事業－ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾊｳｽ運営、聖火 
ﾘﾚｰ（7/22）、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ（3 ヶ所）、
大会観戦ﾂｱｰ、観戦客おもてなし事業、ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱﾋﾞﾚｯｼﾞ運営、他 ◎７億 9,287 万円 

◇子ども食堂支援－資金・食材 
提供等の支援強化、ふるさと 
納税によるｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ等  ◎190万円 

◇ひとり親家庭等に食品配送等  ◎315万円 
◇私立幼稚園保育料助成 ◎14億 3,903万円 
◇乳幼児教育に ICT導入－区立保育園の保育室 
内記録機器ﾓﾃﾞﾙ導入、連絡帳電子化推進 

◇児童ｾﾝﾀｰ運営費（25館）◎13 億 568 万円 
 子どもたちの絵のﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾓﾉﾚｰﾙ運行（130 万円） 

◇区立児童相談所開設準備－子どもの森公園
（北品川３丁目）内で工事等。開設：令和４

年 4 月⇒６年度に延期 ◎11億 3,902万円 
◇子ども家庭支援ｾﾝﾀｰの組織化－児童虐待相
談体制の強化・一元化    ◎5495 万円 

◇区立障害児者総合支援施設運営費（南品川） 
障害児の発達支援、障害者の総合的・継続的
な支援施設      ◎４億 4,992 万円 

◇高齢者福祉施設整備費－国家公務員宿舎跡

地（小山台）取得費用等◎12 億 9,504 万円 
◇障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ開設助成増額 5,700万円 

◇西大井 3丁目ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ整備◎7億 1,851万円 

◇特別養護老人ﾎｰﾑ運営費－７施設   
◎11 億 3,525 万円 

◇福祉人材確保・定着事業－品川介護 
福祉専門学校運営助成、外国人介 
護人材受入れ環境整備、ICT 見守 

りｼｽﾃﾑ設置他 ◎1 億 7,565 万円 
◇生活困窮者への食の支援（ﾌｰﾄﾞﾊﾟﾝﾄﾘｰ） 
を通じた自立支援    ◎581 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 ◎120 億 8,426 万円 

 

 

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！ 

◎196億 
2,755万円 

（歳出の 10.4％） 
 

http://www.asahi.com/topics/word/陸上自衛隊.html
http://www.asahi.com/topics/word/駐屯地.html
http://www.asahi.com/topics/word/男装女装.html
http://www.asahi.com/topics/word/男装女装.html
http://www.asahi.com/topics/word/駐屯地.html

