☆☆品川区イズ 561☆☆
◇大井競馬からの分配金はいくら？

大井競馬を主催する「特別区競馬組合（品
川区）」は、競馬の利益の一部を分配金として
東京 23 区に支払います。さて、2021 年度
分の分配金は 1 区につきいくらでしょうか？
①コロナの影響で減収のためゼロ
②5000 万円
③１億 5000 万円
④２億円
⑤３億円

561
品川区議会議員
６１
無所属
No.

2020 年

10 月

高橋 しんじ

◎難易度☆☆☆

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

詳細は区議会ＨＰで

◎区民委員会
◇しながわ活力応援給付金事
業(区民へ 3 万円)の進捗状況
➡給付率 48.8%（9/11 現在）
◇交通系 IC ｶｰﾄﾞによる手数料収納開始
➡Suica、PASMO 等で住民票の写し、
印鑑証明等の発行手数料など（本庁舎）
◇ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ事業➡大井町駅西口ﾛｰﾀﾘｰ周
辺(10/31~1/11),西小山駅周辺（2/5~）
◇品川歴史館特別展➡「広がる品川
臨海部－新地開発から八潮地域の
誕生まで」（10/4～12/6）

◎建設委員会
◇航空機騒音の短期的な測定の
実施について（国交省）9 月下旬～
➡羽田新ﾙｰﾄによる騒音について、追加
で実施。区内では五反田文化センター 。
◇立会川緑道整備(中延 6 丁目)
➡550m 整備。歩行者と自転車が安全に
通行できるように工事実施
◇ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ導入にむけた検討状況
➡令和 2 年：基本方針策定、
令和 3 年：施行運用開始
◇広町地区におけるまちづくり
の検討状況

◎厚生委員会（私が所属）
◇障害児者総合支援施設（南品川）
➡指定管理者の公募
◇ロタウイルスワクチン定期接種開始
➡令和 2 年 8/1 以降に生まれた乳児。
自己負担なし（区が負担）。
◇任意のインフルエンザ予防接種費用助
成対象拡大
➡小学 1 年～中学３年を 1 歳～中学 3
年へ拡大。1 回 1,000 円助成。
◇高齢者（65 歳以上）等に対するｲﾝﾌﾙ
ｴﾝｻﾞ定期予防接種自己負担への助成
➡自己負担分（2500 円）を
全額助成。

◎総務委員会
◇令和 4 年度以降の成人式参加
者の対象年齢について
➡令和 4 年度（令和 5 年 1 月開催）以
降も現行の 20 歳とする。式典の名
称は、検討する。
◇品川区庁舎機能検討委員会実施状況
➡「現庁舎が抱える課題」
「求められる
調査機能」を検討してきた。

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！

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。
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ

しがらみのない無所属

ちょっとした話ながわ
◇大井競馬最高益

☆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)。

2003 年度以降
大井競馬を主催する「特別区競馬組合」は、2019
年度の売り上げが 1467 億円で 7 年連続の増収と
なった。21 年度の 23 区の各区への分配金を 3 億
円と昨年度から 1 億円増額した。大井競馬は、地方
競馬で最も売上高が多い。インターネットによる勝
馬投票券（馬券）の購入拡大が全体を押し上げてい
る。各区は分配金を新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策の
他、学校や道路の整備、防災施策など
に充てる。参考：10/13 日経他

◎文教委員会

◇ｱﾝｹｰﾄ結果（一部）

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

【保護者】１~6 年全体
・「区の教育施策について満足している」
a あてはまる+ｂどちらかというとあてはまる
⇒92.5％
・「１年生からの英語学習は良いことだと思う」
a＋ｂ⇒94.4％
・「現在通っている学校に満足している」
ａ＋ｂ⇒92.5％
【児童・生徒】
・2 年
「前日に次の日の用意をしている」
３~9 年「自分の予定を考えながら計画的
に生活をすることができる」
2～6 年ａ＋ｂ⇒80.1%
７～９年ａ+ｂ⇒68.3％

◇保護者アンケート、児童・
生徒アンケート結果報告
➡対象：区立学校通学者の全保護者
２年生以上の全児童・生徒
◇旧三井文庫第二書庫（豊町 1 丁目）の
国登録有形文化財登録
➡文庫の森公園内。1922（大正 11）
年建築。
◇子ども家庭支援センターと児童相談
所の関わりについて
◇区立図書館「秋の読書フェア」
➡10/1～31 まで本の展示・
貸出

補正予算＝当初予算（本予
算といいます）の成立後に
発生した理由から本予算の内容を変更（増
額、減額等）するように組まれた予算。行政
（区）が提出し、議会の審議を経て成立する。
令和 2 年度４回目の編成です。
今回の補正予算額＝17 億 8847 万円

キーワード
9/24 に、補正予算を可決しました。その一
部をご報告します。詳細は区議会 HP で。

◇令和２年度一般会計補正予算◇（一部）
（１）ＰＣＲ検査実施
①介護福祉ｻｰﾋﾞｽ従事者全職員（だ液検査）
◎予算額約 2,700 人 4,350 万円
②障害福祉ｻｰﾋﾞｽ従事者全従事者（だ液検査）
◎予算額約 800 人 1,200 万円
（２）ＰＣＲ検査ｾﾝﾀｰ（区役所内）運営強化
検査日増加等
◎予算額２億 802 万円
（３）児童ｾﾝﾀｰ・すまいるｽｸｰﾙ・保育園・幼稚
園など
感染拡大防止対策物品購入
◎予算額 1 億 2,483 万円
クイズの答え:⑤３億円（総額 69 億
円）。各区への分配金は 2019 年度③
1 億５千万円。20 年度④2 億円。19
年度決算で、純利益が前年度比 18 億
6,320 万円増の 80 億 1,180 万円とな
り、03 年度に公営企業会計を導入し
て以降の最高を更新したと発表した。

（４）学校生活における感染拡大防止対策費等
◎予算額 １億 5,800 万円
（５）保育士・幼稚園業務従事者応援給付金
常勤職員に一律 25,000 円支給
※非常勤職員には常勤職員を基準に勤
務時間に応じて支給
区立民営保育園・私立保育園・私立幼稚園
◎予算額 7,185 万円
（６）ENJOY 屋形船キャンペーン－1 人 5 千
円の乗船料補助
◎予算額 5,030 万円

・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

