☆☆ 品川区イズ 579☆☆
◇品川介護福祉専門学校◇

No.

579

2021 年

４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

◎199 億 3,264 万円
（歳出の 10.9％）

品川区には、社会福祉法人 品川区社会福祉
協議会が運営する品川介護福祉専門学校があ
ります。介護福祉のﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ、介護福祉士
を目指すことができる 2 年制（昼間）の専門
学校です。区では、本校の学生のみを対象に、
最大で授業料 140 万円を借り受けできる修
学資金貸付制度を設けています。卒業後、品
川区の指定する施設で（ ）年以上介護業務
に従事すると返済が免除されます。在校生の
約 9 割がこの制度を利用しています。
空欄に数字を入れて下さい。◎難易度☆☆☆
令和３年度予算案は、本会議（3/23）で可決し
ました。その予算審議の一部を 578 号からご報
告しています。今号は総務費・民生費です。予
算の概略は、573～576 号をご参照下さい。
注 意味が変わらないように私が質疑を要約
等しています。Ｑ：他議員の質問
Ａ：区側
の答弁 ☆：私の考え
◎：３年度予算額
◇私の質問は、後ほどまとめてご報告します。

☆徴税、庁舎管理、地域活動等、多岐
にわたります。昨年度比 1.6％増

◇成人式

Ｑ: 今年 1 月の成人式は、残念ながら
開催を断念した。来年はぜひリアル
開催に向けて準備をしてほしい。
また、令和３～5 年にきゅりあんが
大規模改修の予定で、令和 4～5 年
は使えない。どうするのか。
Ａ: 新成人にとって人生に一度きりの晴れ舞台。
絶対に開催するという決意であったが、国・都
の要請で泣く泣く中止した。このような状況は
継続する可能性もあるが、今年以上に開催の方
向で取り組む。再来年からは、代替会場ととも
に今年実施したオンラインでの開催を併用して
検討していきたい。
◎成人式経費 796 万円
☆コロナの収束とリアル開催の実現を期待します。

◇特殊詐欺（振り込め詐欺、その他）
Ｑ:報道だと東京都で 25％減っている。
品川区の傾向とその要因は。
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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。

Ａ:令和 2 年度の区内被害認
知件数は、90 件。昨年に
比べ 39 件減少。被害総額
は 1 億 3,500 万円。昨年
比 5,900 万円減。警視庁本部では、コロナ禍
で外出する機会の減少と分析しているが、検
挙と抑止の両面で地道に活動した成果が現れ
ているのではないか。
◎自動通話録音機購入（特殊詐欺対策）573 万円

☆今後も、区と警察が情報を共有して、密接な
連携をするように求めて参ります。
Ｑ:しながわ応援給付金の郵便物（申請書）
が宛所なし等でどのくらい戻ってきたか。
Ａ:1,494 件だった。申請してない世帯に勧
奨通知を発送し、戻りは 151 件だった。

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！
しがらみのない 無所属

ズ

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)。

◎935 億 5,662 万円 昨年度比 1.5％減
・歳出の約 51％を占める最大の分野です

◇ベビーカーマーク
Ｑ:どのようなもので、どんな
理解をしているか。ﾏｰｸがで
きて 7 年たつが 7 割の方が
知らないという。
Ａ:名称は知らないが、電車などで車いすやﾍﾞ
ﾋﾞｰｶｰのｽﾍﾟｰｽにﾏｰｸがあることは知ってい
る。使用する方や一般区民の方への周知な
ど、関連部署とも連携しながら、区にできる
ことを工夫していく。
注 2014 年国交省が制定したﾏｰｸ。公共交
通機関や商業施設などで、ﾍﾞﾋﾞｰｶｰの安
全な利用を促すとともに、周囲の人に理
解や配慮を求めるために掲示するﾏｰｸ。
☆ベビーカー使用者と周囲の人が互いを尊重し
合うことができる環境づくりが考慮されました

◇保育園・幼稚園のｵﾘﾊﾟﾗ観戦
Ｑ:①会場までバスで行くこ
とが中止となったが、どの
ように行くのか。②安全対
策、熱中症対策は。

◇エスカレーターでは「止まれ」 全国初の条例
エスカレーターの安全な利用を促進しようと、利用
者に立ち止まって乗ることを求める条例案が 3/26
埼玉県議会で可決・成立した。エスカレーターで歩
かないことを求める条例は全国で初めてとみられ
る。エスカレーターでは急ぐ人のために片側をあけ
ることが慣習となり、追突や衝突などの事故のおそ
れがあるとして議員から提案された。利
用者へ周知することもエスカレーターの
管理者に求められ、知事は周知が不十分
な管理者に指導や助言、勧告ができると
しています。条例に違反しても罰則は
ない。今年 10 月から施行。3/26NHK

☆子育て（保育園運営、乳幼児教育等）、高
齢者福祉、障害者福祉、生活保護など
・保育園運営等の子育て施策、高齢者施策、
生活保護費など民生費の支出は、今後も
さらに増加していく見込みです。

◇品川介護福祉専門学校
Ｑ:定員 40 名のところ、人が集まらないと
いう状況の中、営業職採用や外国人人材と
の関係で区内大使館との連携の進捗は。
Ａ:4 月に入学予定の学生は、現時点で 22 名。
営業活動の柱であった高校訪問がコロナ禍
でかなわない状況だった。その中で現状のス
タッフで頑張って 22 名の学生を確保した。
外国人生徒は若干名いる。
☆ここ数年は、残念ながら入学する生徒が 20 名
前後で推移しています。専門学校は、定員 40 名
を充足する努力を継続し、区は、介護人材の確
保、定着支援の取り組みを進める中で、今後も
介護福祉専門学校との連携を進めること
を求めます。卒業生は頑張っています！

◇品川区の高齢化率
Ｑ:高齢化率は？全国と比べてどうか。
Ａ:今年 1/1 現在で全人口に占める 65 歳以上の
割合は 20.21％。全国的、東京都、23 区で
みて突出した特徴的な数値ではない。地区で
ばらつきがある。一番低いところは大崎地区
17.1％、一番高いところは八潮地区 35.5％。
☆地区別の高齢者対策が求められます。

Ａ:①ｲﾒｰｼﾞは、遠足のような形。②看護師も 1
人臨時につける。いつもより人が多い形で安
全に連れていける。熱中症対策は、帽子・ﾀｵ
□ 申し訳ありませんが、研修出席などのため、
ﾙと各園の対策物品を配布する。無観客にな
4/22 から配布をお休みし、5/6 から再開しま
った場合は、その時点で考えて対応する。
す。次号は、【歳出】の衛生費・産業経済費・土
クイズの答え: ３年間以上業務に従事。
木費について予算委員会審議をご報告します。
場所は区役所から徒歩２分のところ。
介護福祉学科の他に社会福祉士養成コ
月・水 ＪＲ大井町駅前
ース（通信制）もあります。ぜひ専門学
火 京急青物横丁駅前
◎児童相談所移管促進事業 5,384 万円
校の HP をご覧下さい。◎品川区令和 3 ◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
年度予算：品川介護福祉専門学校修学資 ◎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
金貸付事務 2,841 万円。品川介護福祉 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆各 7:00-9:30 頃
専門学校運営助成 4,030 万円。

朝、駅前にいます！

