☆☆ 品川区イズ 539☆☆
◇品川歴史館「品川の縄文時代」開催

No.

539

2020 年

2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

537 号から令和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
中です。歳出総額は、約 1,883 億円。◎予算額
今号は、【歳出】の土木費、産経費、衛生費です。
◎269 億 5,666 万円
（歳出の 14.3％）

☆住宅・道路・公園等のまちづくり。防災対策も
◇空港環境経費
新飛行ﾙｰﾄ航空機騒音測定経費 ◎3,700 万円
◇コミュニティバス実施計画－地域交通の利便性向
上目的。2021 年度運行予定。 ◎1,128 万円
◇池上線五反田駅・目黒線目黒駅・不動前駅・武蔵
小山駅・西小山駅ﾎｰﾑ柵整備助成、ﾓﾉﾚｰﾙ天王
洲ｱｲﾙ駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修助成◎1 億 7,222 万円
◇大井町駅周辺地区再開発事業－広町地区、大井
町駅周辺地区等整備検討 ◎1 億 9,002 万円
◇公園改修工事－しながわ区民公園・勝島の海再
整備、大井駅前、東品川海上公園、旗の台六丁目
公園、大井坂下公園（設計）◎18 億 5,342 億円
◇公衆便所改築－おもてなしﾄｲﾚ：
大井町駅前、東大井、青物横丁、
新馬場南、西大井、鹿島公園等
◎１億 9,824 万円

◇空き家対策の強化－改修助成等◎2,762 万円
◇無電柱化推進事業－予備設計 ◎1,823 万円

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。

区立品川歴史館（大井 6 丁目）で企画展
「品川の縄文時代」を 3/15(日)まで開催中。
次の縄文時代に関する記述のうち誤って
いるものはどれですか。すべて正しい場合
は、④と答えてください。
①新潟糸魚川産のひすい（翡翠⇒）
が北海道から出土するなど、こ
の時代には交易が行われていた。
②縄文時代の晩期頃（約 2,700 年
前～）から稲作は開始された。ひすい製勾玉
③縄文時代に成人式等の通過儀礼として抜
歯の風習が行われていた。◎難易度☆☆☆
☆議会（2/19～）や区立学校卒業式（3
月）出席等で駅頭での活動をお休みす
ることがあります。ご理解下さい。

【防災対策】（一部）
事業内容
◇木造住宅密集地域不燃化
促進、不燃化 10 年ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
◇防災訓練経費－ 地区総合防

予算額
約 16 億円
1,589 万円

災訓練、区内一斉防災訓練

◇消防団運営費
2,099 万円
◇防災対策本部機能強化
500 万円
災害対策用ドローン活用
◇避難所の対応強化
区民避難所（学校等）に
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機器ﾘｰｽ（20
台）、簡易ﾍﾞｯﾄﾞ（100 台）・
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ（100 基）、ｽﾎﾟｯﾄ
ｸｰﾗｰ（60 台）購入等、他
3,064 万円
◇災害時における避難行動要
900 万円
支援者への支援充実－避難
個別計画作成（要介護認定
者を中心に計画作成）
◇◇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
した今年度工事に続き、対岸にも設置工
事します。
◎1,680 万円

高橋しんじプロフィール
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！
しがらみのない 無所属

◎138 億
7,809 万円
（歳出の 7.4％）

◎27 億 149 万円
☆商工業振興策、
（歳出の 1.4％）
消費者対策等です。
◇ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券発行助成（春 4 億円、秋 4 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）
◇商店街支援強化
▽商店街ｴﾘｱｻﾎﾟｰﾀｰ事業助成－担当商店街巡
回・課題把握・活動支援
◎600 万円
▽商店街 IT 導入支援
店舗のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化・IT 化支援等◎2960 万円
◇中小企業人材確保支援
外国人受け入れ支援強化 ◎3,568 万円
▽外国人留学生しながわｼﾞｮﾌﾞ
ﾄｰｸ－交流ｲﾍﾞﾝﾄ等、区内企業
見学会等 ▽外国人採用、定
着ｾﾐﾅｰ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催
▽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。高専
卒業生向け支援
◇情報通信産業等への支援強化 ◎9,881 万円
▽ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ（＝技術革新）創出支援－AI（人
工知能）・IoT（ﾓﾉのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）活用等
▽五反田ﾊﾞﾚｰ（注）支援－情報発信・ｲﾍﾞﾝﾄ
支援、商店街との連携支援
注 IT 産業が集積している五反田
周辺地域。一般社団法人も設立。
▽IT ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ（起業予定者）支援
◇創業希望者・起業家支援
武蔵小山創業支援ｾﾝﾀｰ改修工事
西大井創業支援ｾﾝﾀｰ創業支援ｽﾍﾟｰｽ改修設計

☆区民検診・健康・環境・ごみ処理等です。
◇受動喫煙防止対策費－新制度周知等
◇ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ接種費用を一部助成
小中学生➡１歳～中 3 生に拡大
◇風しん（抗体価の低い 40～57 歳男性）・
ﾛﾀｳｲﾙｽ（定期接種化）予防接種拡大
休日・応急診療
１億 3,734 万円
医師会等に委託
各種がん検診
８億 533 万円
妊婦健康診査－検診、 ３億 4,864 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
者肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ、子
宮けいがん、BCG 他 15 億 1,000 万円
◇ごみ収集運搬作業費 ◎15 億 2,859 万円
◇清掃事業－23 区で共同実施
（焼却等）しています。
◎品川区は 15 億 826 万円
の分担金を負担
⇒この 2 事業は区民 1 人当たりの年間負担
額が約 7,500 円です。
◇（仮称）品川区立環境学習
交流施設整備（戸越公園
内）－環境を体感できる
施設 ◎8 億 8,152 万円
外観イメージ図
クイズの答え：④すべて正しい。①勾玉（まが
だま。ｱｸｾｻﾘｰ？）に使用された。ほかに弓矢の
先の原料（黒曜石こくようせき）等
も交易された②かつては、弥生時代
からと考えられた③健康な歯（犬歯
＝前歯⇒）を抜いた。歴史館へ♬

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

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
◇災害時緊急情報収集・発信体制の強化
令和 2 年度予算での体制整備です。
1．災害用ﾄﾞﾛｰﾝ（無人航空機）による情報
収集・発信体制の強化
荒天時でも運航可能なﾄﾞﾛｰﾝ
を購入し、被災状況の迅速
な把握、避難誘導ｱﾅｳﾝｽ体制
（多言語）整備◎約 500 万円
２．スマホアプリを活用した
緊急情報の発信
防災無線からの発信情報
をスマホで確認できるよ
うにする。 ◎567 万円
※現状＝屋外ｽﾋﾟｰｶｰのみ

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

