
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 

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 575☆☆ 
◇子どもたちのｱｲﾃﾞｱを活かした公園  
区は、令和元年度に「障害の有無にか

かわらず、皆が一緒に遊べる公園づくり」
のために子どもたちによる「公園づくり
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」を開催。2 年度はそのｱｲﾃﾞｨｱ
を活かして設計し、3 年度に工事を実施
します。この公園はどこ？  
①しながわ区民公園（勝島） 
②大井水神公園（南大井） 
③戸越公園（豊町） 
④鈴ヶ森公園（南大井） 
⑤大井坂下公園（南大井）◎難易度☆☆☆ 
参照：「ちょっとした話ながわ」 

 
 

573 号から令和３年度予算案の概要をご説明し
ています。予算案は、2/17 からの区議会で審議
中です。歳出総額は、約 1,824 億円。◎予算額 
今号は、【歳出】の土木費、産経費、衛生費です。 
 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 
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 しがらみのない無所属 

◎217億3,106万円 
（歳出の 11.9％）  

☆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 ◎2,303 万円 

◇コミュニティバス試行運行等－地域 
交通の利便性向上目的。年度末 
試行運行開始  ◎2,898 万円 

◇品川ｼｰｻｲﾄﾞ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 8,028 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     ◎6,561 万円 
◇大崎駅周辺地区再開発事業◎10 億 7870 万円 
◇公園改修工事－しながわ区民公園（北側ｿﾞｰﾝ）、

旗の台六丁目公園、大井坂下公園（子どもたちのア

イデｨアを活かした公園） ◎16 億 5,219 億円 
◇立会川・勝島地区のまちづくり検討－都市再生整
備計画策定。「（仮称）勝島人道橋」設計。 

◇目黒川、立会川護岸点検等 
◇船着場改修整備－東海橋・東品川海上公園 
◇船の運行－五反田～天王洲。五反田～しな 
がわ水族館。オリパラ期間中 20 日間など。 
。 

【防災対策】（一部） 
事業内容 予算額 

◇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 

約 22 億円 

◇防災訓練経費－地区総合防

災訓練、区内一斉防災訓練 
1,756 万円 

◇消防団運営費 2,094 万円 

◇災害廃棄物の処理計画策定 

がれき等の仮置き場選定等 

920万円 

◇新しい防災ﾗｼﾞｵ導入 
自動起動可能な防災ラジ
オ製造 ※販売は 4 年度 

5,550 万円 
 

 

◇災害時における避難行動要
支援者への支援充実 
防災と福祉の連携強化 

 
 
1,200 万円 

◇備蓄物資新規配備－野菜
ｼﾞｭｰｽ、ﾍﾟｰﾊﾟｰ歯磨き等 

1億 679万円 

◇桜の根上り対策－「かむろ 
坂」（西五反田。不動前駅 
そば⇒）の桜の根上り（ﾃﾞ 
ｺﾎﾞｺ)対策。全国初の新工 
法実施。   ◎9395 万円 
◇しながわ水族館運営費等－水族館将来計
画検討経費、運営費等 ◎3 億 2079 万円 

◇ 

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 

クイズの答え：⑤大井坂下公園 
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ（障害の有無や 
年齢、性別、人種等に関わらず 
多くの人々が利用しやすいよう 
に製品や環境などをﾃﾞｻﾞｲﾝする 
考え方）の公園。（北海道㏋⇒） 
 

☆区民検診・健康・環境・ごみ処理等です。 
◇新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策 
 ▽品川区 PCR ｾﾝﾀｰ継続運営、 

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ運営 ◎4 億 110 万円 
 ▽陽性患者搬送、治療医療費公費負担、自

宅療養者へ保存食等配送◎2億 4074 万円 

 ▽ﾜｸﾁﾝ接種体制整備-接種会場確保、医師
会との調整      ◎26 億 5,754 万円 

休日・応急診療-医師会 1 億 5,202 万円 
各種がん検診 ８億 2,249万円 
妊婦健康診査－検診、
超音波検査・子宮頸
がん検診、歯科検診 

３億 4,231万円 

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 

 

 

1 億 4,658 万円 
◇ごみ収集運搬作業費 ◎15億5,636万円 
◇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 9,430 万円 
の分担金を負担 

⇒この 2 事業（約 31 億円）は区民 1 人当
たりの年間負担額が約 8,000 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。4
年度ｵｰﾌﾟﾝ予定。 ◎16 億 6,969 万円 

。 
 
 
 
 
 

☆商工業振興策、 
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 7,782 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・担い手発掘・活動支援 ◎1,000 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 
◇区内中小事業者のｺﾛﾅ対策支援 
▽感染症対応特別助成－飛沫対策費、換気費 
ｵﾝﾗｲﾝ販売等。１企業上限 20 万円（経費 

の 4/5）×1000 件   ◎2 億 2020 万円  
▽融資あっせん緊急資金－低利融資、限度額 

1000万円      ◎6億 1954万円 
▽経営相談窓口拡充     ◎2,306万円  

▽テレワーク（注）導入経費助成   
限度額 80 万円（4/5 助成）。
機器購入等  ◎7,400万円 

 ▽テレワーク拡充費用助成 

限度額 50 万円（2/3 助成）。 ◎606 万円 
   注 ICT を活用し時間や場所の制約を受け

ずに、柔軟に働く形態。在宅勤務、リモ
ートワークとも呼ばれます。 

◇五反田ﾊﾞﾚｰ（注）と商店街との連携 
事業         ◎500 万円 
  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。 
◇武蔵小山・西大井創業支援ｾﾝﾀｰ改修等 

 

    

◎40億5,557万円 
（歳出の 2.2％） 

 

◎180 億 
5,144 万円 

（歳出の 9.9％） 
 

◇大井坂下公園(南大井 6丁目)、 
子どもたちのｱｲﾃﾞｨｱを活かした公園に 

 令和 2 年度はｱｲﾃﾞｨｱを活用し、改修設計をし 
た。３年度に以下の内容で改修工事をします。 
・障害の有無に関わらず楽しめる遊具の設置 

・公園便所や休憩施設の充実 
・高齢者から幼児まで活用できる広場の整備 
・予算額：２億 7,370 万円 
☆設置予定遊具 
皿型ﾌﾞﾗﾝｺ（右）、背も 
たれ付きﾌﾞﾗﾝｺ（左）、 
車いすに乗ったまま遊 
べる砂場（左下）、ｽﾛｰ 
ﾌﾟ付きの複合遊具等。 

 

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！ 


