
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 577☆☆ 
◇NHK大河ドラマ主人公 渋沢栄一 

 2月に放送が開始された大河ドラマ「青天

を衝（つ）け」。渋沢栄一は、生誕地の埼玉
県深谷のイメージが強いが、ある区に 1876
（明治９）年から 12年間住み、その区の議
会の初代議長も務めた。 
その区では、今年度、渋沢栄一と 
のつながりを PRする。どこ？ 
①品川区 
②北区 
③江東区 
④千代田区 ◎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 

 

2021 年 4 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 

３年度品川区予算額 約1,824億円 

区民 1 人当りの歳出額⇒約 44万円 
（品川区の人口：約 41万人） 

品川区の３年度予算案は今議会で審議。 
3/23に可決され、成立しました。 
他区の予算案も各区議会で審議されま 
した。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：1060 億円 
1 人当り 48.9 万円 
人口：約 21.6 万人 

◇「区立あらかわ遊園」、観覧車大型に 
      リニューアルし、2022 年春に

再開予定。観覧車は大型化、ゴ
ンドラの一部には床が透ける
「スケルトンゴンドラ」を採用。 

◎18 億 5 千万円 

◎1 億 277 万円 
       

 

◇大学・専門学校進学支援 
困窮世帯の進学支援。入学前 
に 15万円給付。ﾈｯﾄで資金を 
集めるｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞで進学 
応援基金を集める。☆品川区でも実施を！ 

予算額：2937 億円 
1 人当り 40 万円 
人口：約 73.2 万人 

予算額：627 億円 
1人当り 93.4万円 
人口：約 6.7 万人 

◇学生バイトの就労支援 
ｺﾛﾅ下でｱﾙﾊﾞｲﾄ継続が困難になった区内在住の大
学等に在籍する学生を対象に区内特別養護老人
ホームの介助補助業務への就労環境を提供する。
経済的困難な学生の救済と福祉への理解を促進
する狙い。賃金等は区が全額負担。 ◎407 万円  
 

◇福祉避難所の防災訓練実施 

高齢者施設や障害者施設など計 7ヶ 
所を福祉避難所に指定。一般の避難 
所から受け入れた要支援被災者を区 
職員が対応するための訓練を 1施設 
で実施し、課題を洗い出す。◎231 万円 
 

予算額：1994 億円 
1人当り 43.3万円 
人口：約 46.3 万人 

◇金町駅前にﾃﾚﾜｰｸ拠点 
ﾃﾚﾜｰｸ拠点やｷｯｽﾞｽﾍﾟｰｽが一体と
なった「ｶﾅﾏﾁぷらっと」が駅前再
開発ビルに入居（21 階建ての 3
階）。  ◎フロア取得費 14 億円 

予算額：1073 億円 
1 人当り 38.2 万円 
人口：約 28.1 万人 

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)。 

 
 
 
 
 

クイズの答え：③江東区。当時の 
深川区（城東区と合併し、現在の 
江東区に）の初代区会（現在の区議
会）長を務めた。江東区は、3 年度
のｲﾍﾞﾝﾄなどに 216 万円計上。晩年
に暮らした②北区は、実業家渋沢に
ちなみ大河ﾄﾞﾗﾏ館を運営する。 
 

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！ 

予算額：1302 億円 
1人当り45.3万円 
人口：約 28.7 万人 

◇おくやみコーナー設置 身近な人が亡くなった
後の手続きを、まとめて案内する窓口を開設す
る等、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化を進める。  

 

予算額：1539 億円 
1人当り43.6万円 
人口：約 35.3 万人 

◇渋沢栄一大河ﾄﾞﾗﾏ館運営 
北区にゆかりのある渋沢栄一。23区初の大河ﾄﾞ
ﾗﾏ館を運営。ﾄﾞﾗﾏの展開に合わせたﾊﾟﾈﾙや衣装
等を展示。ｲﾍﾞﾝﾄも開催予定。 ◎1 億 48 万円  
 予算額：994 億円 

1人当り43.1万円 
人口：約 23.5 万人 

◇高齢者にｽﾏﾎ無料貸与 高齢者のﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞﾊﾞｲ
ﾄﾞ（＝情報格差）解消目的に、ｽﾏﾎを所
有していない 65 歳以上の希望者に最
大３千台のｽﾏﾎを無償貸与する。通信

料・通話料も区が負担。防災情報や健
康に関するｱﾌﾟﾘ等を導入する。講座や
ｺｰﾙｾﾝﾀｰも設置。  ◎3 億 6500 万円 ◇ｵﾝﾗｲﾝ申請拡大 保育所 

の入園申請など、ｵﾝﾗｲﾝで申請できる 
手続きを 64種から 23区ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの 
200種以上に拡大。本人確認が障壁と 
なっていたが、運転免許証などで手続 
きを可能とする。   ◎4000 万円  
 

予算額：1079 億円 
1人当り47.6万円 
人口：約 22.6 万人 

◇森鷗外没後 100 年記念事業 区ゆかりの文化
人。2 年間、鷗外記念館でのｲﾍﾞﾝﾄやゆかりの地
（文京区、津和野市等）で芸能ｻﾐｯﾄ◎2,409 万円 

 予算額：3120 億円 
1人当り45.1万円 
人口：約 69 万人 

予算額：1990 億円 
1 人当り 34.7 万円 
人口：約 57.3 万人 
 

◇災害備蓄拡大 
発災後 3 日分の区内備蓄を確保する。現在は区
内に約 1日分、他区市の都の倉庫に約 2日分備
蓄しているが、来年度から 5 ヵ年計画で区内へ
の備蓄を進める。     ◎1 億 2898 万円 

 

予算額：1472 億円 
1 人当り 44 万円 
人口：約 33.4 万人 

◇旧中野刑務所正門を保存 
同刑務所は思想犯・政治犯が収監されたことで
有名。正門は貴重な大正時代のレンガ造り。 

予算額：1054 億円 
1人当り61.7万円 
人口：約 17 万人 

◇「本の森ちゅうおう」整備 
京橋図書館を移転して整備。子ども 
から大人まで誰もが親しみを持って 
利用でき、歴史・文化を未来へ伝え 
る地域の生涯学習拠点とする。ICT 機器の整備

等をし、22年 12月開設予定。◎11 億 362 万円 
 予算額：2209 億円 

1人当り38.7万円 
人口：約 57 万人 ◇子どもの電話相談 24時間 

子育てへの不安や児童虐待に関する電話相談窓 
口（「子どもなんでも相談」と「児童虐待相談」） 
の受付時間を 24時間 365日に拡大 
（一部を業務委託して体制構築）。共働 
き家庭が増え、就労時間が多様化する中、 
家庭の課題解決を支援し、虐待防止や発 

見につなげる。     ◎3620 万円 

 

◇なりたい職業⇒ 「会社員」！ 
第一生命保険は 3/17、将来な 
りたい職業の 2020年度ﾗﾝｷﾝｸﾞ 
を発表。小学校女子の 1位が 
「パテｲシエ」（菓子職人）の 
他は、いずれも「会社員」が 
ﾄｯﾌﾟ。「在宅勤務が広がり、自 
宅で仕事をする親の姿を身近 
に感じた子どもが多かった」 
と分析。参考：3/18 東京新聞 
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