☆☆ 品川区イズ 542☆☆
◇品川区の高齢化率
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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

２年度品川区予算額 約 1,883 億円
区民 1 人当りの歳出額⇒約 47 万円
（品川区の人口：約 40 万人）
品川区の２年度予算案は今議会に提出
され、2/19 から審議中です。他区の予
算案も各区議会で審議されています。
今号は、特色ある施策を中心に他区の
予算案の一部をご説明します。
◎施策の予算額 ☆私のコメント
予算額：1052 億円
1 人当り 45.8 万円
人口：約 22.9 万人

◇ハロウィーン対策
警備費・仮設ﾄｲﾚ設置等。区長は、
「参加者のほとんどが渋谷区民
以外。区税投入は疑問。都に財
政支援を求めていく」という。
◎1 億 277 万円
予算額：1938 億円
1 人当り 33.7 万円
人口：約 57.4 万人

◇庁舎にＡＩロボット設置
庁舎 1 階ﾛﾋﾞｰに AI（人口知能）ロボッ
ト設置。来庁者が窓口の場所を質問す
ると、窓口に案内する。来年度は安全
走行などの実証実験。
◎400 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。

区全体の高齢化率（ 65 歳以上）は、
20.7％です。次の各地区の高齢化率を高い
順に並び変えて下さい。選択肢は区の 5 地区
（①～⑤）に大井地区内の⑥勝島エリア（勝
島１，２丁目）を加えてあります。
①品川地区
②大崎地区
③大井地区
④荏原地区
⑤八潮地区
⑥勝島エリア ◎難易度☆☆☆☆☆

予算額：1071 億円
1 人当り 38 万円
人口：約 28.1 万人
◇（仮称）自転車安全利用促進条例制定
自転車の安全利用促進目的。保険加
入義務化やﾍﾙﾒｯﾄ着用義務化等を盛り
込む。併せて啓発ﾁﾗｼやﾍﾙﾒｯﾄ購入助
成実施。◎156 万円☆啓発に効果的
予算額：1112 億円
1 人当り 49.2 万円
人口：約 22.6 万人
◇かるたｲﾍﾞﾝﾄ実施
競技かるた発祥の地の利を活かす。
滋賀県大津市・福井県あわら市等
と連携し、国際交流戦等を 5 月に
区内で開催。
◎1139 万円
☆今、競技かるた、人気です。
予算額：2219 億円
1 人当り 38.8 万円
人口：約 57.1 万人
◇全避難所にﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末
災害時の情報共有円滑化目的。避難
者数をシステムに入力し、災害本部
や避難所職員がﾘｱﾙﾀｲﾑで情報把握で
きるように。区内の被災状況も端末
上で把握できる。 ◎避難所機能強化 4957 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

ちょっとした話ながわ

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)。
予算額：2132 億円
1 人当り 40.8 万円
人口：約 52.2 万人
◇区独自の食育検定実施 食に関する
基礎知識を身に付ける家庭料理検定実
施。 ◎454 万円 予算額：1183 億円
1 人当り 70 万円
人口：約 16.8 万人

◇目印は黄色い「てるてる坊主」
黄色いてるてる坊主＝「気軽に立ち寄って」。学
校の一斉休校を受けて、旧東海道の宿場町だった
品川宿（北品川）の通り沿いのｶﾌｪ等が協力し、3
月から子どもたちの見守り活動を始めた。活動を
提案したのは、「ｸﾛﾓﾝｶﾌｪ」と「ｸﾛﾓﾝこども食堂」
（北品川）を営む薄葉聖子さん。地元のﾈｯﾄﾜｰｸ
「品川宿茶屋会議」7 店舗が黄色いてるてる坊主
を掲げることにした。他に「KAIDO books＆
coffee」「うなぎのねどこ」「ｶﾌｪ La capi」「ﾊﾟﾘｽ
ﾏﾄﾞﾝﾅ」
「いのﾊﾟﾝ」
「南品川茶箱」。3/17 朝日新聞
予算額：646 億円
1 人当り 97.8 万円
人口：約 6.6 万人

◇私立保育所に独自補助
障害児を受け入れた私立保育所に障害児 1 人当
たり月額 3 万 1 千円を支給する都の補助制度に
区が 6 万 9 千円を上乗せする。
予算額：2664 億円
1 人当り 38 万円
人口：約 70 万人

◇3 歳まで育休取得支援 国の育児休業
給付金は最長で子が 2 歳になるまで受
けられる。区は中小企業従業員を対象
に 3 歳まで育児休業給付金と同額を支
予算額：1282 億円
1 人当り 44.2 万円 給。中小企業には、育休取得者の代替
職員の求人広告の 1/2 を負担する。在
人口：約 29 万人
◇終活支援 区内寺院で「合
宅子育て家庭の育休取得を支援。 ◎3500 万円
葬墓」（多数の遺骨を一緒に埋葬）
予算額：2980 億円
の永代供養を希望する低所得者向
1 人当り 43.1 万円
人口：約 69.1 万人
けに、区が埋葬費用の半額程度を助成。◎1060
◇区独自の高校入学前助成
万円 ☆豊島区は 75 歳以上の一人暮らし高齢者
高校等の入学前に一律 5 万円を独自
割合が 37.０％と全国最高。「無縁仏」の回避目的。
助成。対象は、生活保護家庭を除く
予算額：1468 億円
1 人当り 43.7 万円 低所得世帯。制服や教科書等の購入
人口：約 33.5 万人 に充ててもらうことを想定。
◇児童館等に木製おもちゃ配備
◎7500 万円
木製の球を敷き詰めた「ﾎﾞｰﾙﾌﾟｰﾙ」等を造るこ
とを想定。☆品川区でも導入を！ ◎1760 万円

◇がん患者の外見ケア がん治療での外見変化の
悩みをケアするため、ウィッグ（かつら等）や胸
部補整具購入費を最大 3 万円助成。◎217 万円

予算額：1454 億円
1 人当り 55.8 万円
人口：約 26 万人

◇養育費保証契約助成
離婚後に子どもの養育費が支払われない家庭の
支援。養育費を肩代わりする保証会社と夫婦が
保証契約を結ぶ際の費用等の一部を区が負担す
る。母子家庭等の経済的負担軽減。◎367 万円
クイズの答え：⑤八潮地区 34.2％
⇒④荏原地区 22.5％⇒①品川地区
20.4％⇒③大井地区 19.5％⇒②大
崎地区 16.7％⇒⑥勝島地区４％‼
☆勝島エリアは、人口急増。平成 26
年（2250 人）か ら平成 31 年に
（5517 人）と約 3200 人の増加。

◇世田谷・荒川・江戸川区でスタート
児童相談所は、東京都が設置。法律改正で 23
区でも設置可能になりました。児童虐待防止に
向けて迅速かつ丁寧に対応するためです。2020
（令和 2 年）度は、3 区が開設します。予算額
は、世田谷区が 21 億 1,171 万円、荒川区が 13
億 3,163 万円、江戸川区が 46 億 9,586 万円。
品川区は、2024（令和 6）年の開設予定です。

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
火 京急青物横丁駅前

◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
◎議会等の事情で変更する場合があります。 金 京急立会川駅前
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00-9:30 頃

